
 2023年度学部・学域特別選抜の新型コロナウイルス感染症に伴う特別日程試験について 

 

2023 年度一般選抜（前期・中期・後期日程）以外の学校推薦型選抜、総合型選抜等の特別選抜において、

出願期間内に出願を受理した者のうち新型コロナウイルス感染症に罹患した等の理由により受験できない者

に対し、特別日程試験を実施します。 

 

１．対象者 

①新型コロナウイルス感染症に罹患し、試験日に入院中又は自宅や宿泊施設において療養中の者 

②保健所等から試験日を含む期間、濃厚接触者に該当するとされた者（発熱・咳等の症状がない無症状の

者で初期スクリーニングの結果が陰性であり、試験当日も無症状のもので本試験の受験を希望するもの

を除く） 

③試験当日、発熱・咳等の症状がある者 

④新型コロナウイルス感染症に関する水際対策強化に係る新たな措置により入国できなかった者 

⑤海外から日本に入国して受験する場合に、入国後の待機期間中の者 

※その他の疾病、負傷及び試験場に向かう途中の事故については、特別日程試験の対象とはなりません。 

※試験当日に１科目でも受験した場合は、その試験日は特別日程試験の対象となりません。 

※試験が２日間の選抜において、１日目を特別日程試験に該当する事由で欠席した場合は、２日目も特別

日程試験の対象となります。 

※特別日程試験対象者となった者が特別日程試験を受験できなかった場合、改めて試験は行いません。 

※②の無症状の濃厚接触者で本試験の受験を希望する者は、試験日の３日前正午（学校推薦型選抜商学部

＜商業科等対象＞については２日前正午）までに「３．申出先・必要書類提出先」に申し出てください。 

２．申請方法 

特別日程試験の受験を希望する場合は、各選抜日の正午までに「３．申出先・必要書類提出先」に電話

で申し出て（E-mail の記載がある学部・学域等は E-mail での申し出可）、本人又は代理人が各選抜日の翌

日正午までに本学受験票と必要書類を持参の上、申請してください。許可された場合は、「特別日程試験

受験許可書」が交付されます。 

ただし、選抜日の翌日が土曜日、日曜日、祝日の場合、必要書類の提出期限を申出時に別途指示します。 

（１）申出期限 

各選抜日の正午まで 

（２）必要書類提出期限 

各選抜日の翌日正午まで 

（３）必要書類 

該当理由ごとに以下の必要書類を提出期限までに持参もしくは書留速達郵便で郵送（必着）してくだ

さい。診断書等の提出が難しい場合は、必要書類提出先に申し出てください。 

該当理由 必要書類 

１．対象者の①又は③

に該当する者 

・特別日程試験受験申請書 

・医師の診断書（原本で治療期間が明記されたもの） 

１．対象者の②に該当

する者 

・特別日程試験受験申請書 

・PCR 検査結果又は医師の診断書（原本で治療期間が明記された

もの）、あるいは濃厚接触者であることの何らかの文書を有して

いればその写し等 

１．対象者の④又は⑤

に該当する者 

・特別日程試験受験申請書 

・当該理由に関する証明書等（状況に応じて別途指示します） 

 



３．申出先・必要書類提出先 

学部・学域等 申出先・必要書類提出先 

現代システム科学域 
TEL：072-254-9202 

〒599-8531 

大阪府堺市中区学園町１番１号 

大阪公立大学 入試課（中百舌鳥キャンパス） 

工学部 

農学部 

獣医学部 

文学部 
TEL：06-6605-2353／E-mail：gr-kyik-lit@omu.ac.jp 

〒558-8585 

大阪府大阪市住吉区杉本３丁目３番 138 号 

大阪公立大学 学生サポートセンター文学部教務担当（杉本キャンパス） 

法学部 TEL：06-6605-2303／E-mail：gr-kyik-law@omu.ac.jp 

〒558-8585 

大阪府大阪市住吉区杉本３丁目３番 138 号 

大阪公立大学 学生サポートセンター法学部教務担当（杉本キャンパス） 

経済学部 TEL：06-6605-2251／E-mail：gr-kyik-econ@omu.ac.jp 

〒558-8585 

大阪府大阪市住吉区杉本３丁目３番 138 号 

大阪公立大学 学生サポートセンター経済学部教務担当（杉本キャンパス） 

商学部 TEL：06-6605-2201(*)／E-mail：gr-kyik-bus@omu.ac.jp 

〒558-8585 

大阪府大阪市住吉区杉本３丁目３番 138 号 

大阪公立大学 学生サポートセンター商学部教務担当（杉本キャンパス） 

(*)個別学力検査当日については、「受験上の注意」に記載されている商学部試験場本

部の電話番号に連絡してください。 

理学部 
TEL：06-6605-2504／E-mail：kyik-sci@ml.omu.ac.jp 

〒558-8585 

大阪府大阪市住吉区杉本３丁目３番 138 号 

大阪公立大学 学生サポートセンター理学部教務担当（杉本キャンパス） 

生活科学部 
TEL：06-6605-2803／E-mail：gr-kyik-life@omu.ac.jp 

〒558-8585 

大阪府大阪市住吉区杉本３丁目３番 138 号 

大阪公立大学 学生サポートセンター生活科学部教務担当（杉本キャンパス） 

医学部 

医学科 

TEL：06-6645-3611／E-mail：gr-a-gakumu-med@omu.ac.jp 

〒545-8585 

大阪府大阪市阿倍野区旭町１丁目４番３号 

大阪公立大学 医学部学務課事務室（阿倍野キャンパス） 

看護学部 TEL：06-6645-3511／E-mail：gr-nurs-admission@omu.ac.jp 

〒545-0051 

大阪府大阪市阿倍野区旭町１丁目５番 17 号 

大阪公立大学 看護学部学務課事務室（阿倍野キャンパス） 

医学部 

リハビリテーション学科 

TEL：072-950-2117 

〒583-8555 

大阪府羽曳野市はびきの３丁目７番 30 号 

大阪公立大学 羽曳野キャンパス事務所 学生グループ入試担当 

【受付日時】月～金曜日（祝日及び休日を除く）9:00～17:00 

2022 年 8 月 24 日 大阪公立大学 



４．選抜方法
 ※第１次選考及び第２次選考によって選抜を行う場合は、特別日程試験に該当する事由で欠席した選考について以下の教科・科目及び配点にて選抜を行います。

特別選抜　特別日程試験実施内容
 ●表中の教科・科目名の表記及び注意事項等について、各選抜の学生募集要項の記載を確認してください。

専門学科・総合学科卒業生特別選抜

試験の区分 国　語
地歴・
公民

数　学 理　科 外国語 小論文
口述・
面接

書　類
配 点
合 計

商学部 【大学入学共通テスト】 共通テスト 合格者発表日

国 国 個別学力検査等 2023年３月９日（木）

数 数Ⅰ、数Ⅰ・数Ａから１と 計

数Ⅱ・数Ｂ、簿、情報から１ 入学手続日

外 英、独、仏、中、韓から１ 2023年３月14日（火）

　　　〔３教科４科目〕

【個別学力検査等】

大学入学共通テストの成績を利用

国 国

外 英、独、仏、中、韓から１

総合型選抜

試験の区分 国　語
地歴・
公民

数　学 理　科 外国語 小論文
口述・
面接

書　類
配 点
合 計

現代システム科学域 【大学入学共通テスト】 共通テスト 選抜期日

　教育福祉学類 課さない。 個別学力検査等 200 100 300 2022年12月３日（土）

計 200 100 300
【個別学力検査等】 合格者発表日

その他 小論文 2022年12月14日（水）

その他 面接
入学手続日

※　小論文は、日本語及び英語の文章や資料による出題に 2022年12月22日（木）

　 　基づき、理解力、思考力、表現力等を問います。

工学部 【大学入学共通テスト】 共通テスト 選抜期日

　海洋システム工学科 課さない。 個別学力検査等 2022年10月22日（土）、

2022年10月23日（日）

【個別学力検査等】

その他 口述試験 合格者発表日

その他 面接 2022年11月４日（金）

その他 適性検査

その他 英検（受験方式は問わない） 計 600 100 700 入学手続受付期間

2022年11月９日（水）～

※　口述試験は、質疑応答等により、高等学校等の課程に 2022年11月15日（火）

　おける数学、物理に関する基礎学力や理解度を多面的に
　評価します。また、グループワーク等による課題解決型

　問題への取組みを通して、コミュニケーション能力、独

　創性、学問や研究に対する熱意や積極性、視野の広さ、

　論理的思考能力等を総合的に評価します。

※　口述試験において、数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学Ａ
　は全範囲からの出題とします。数学Ｂは「数列」・「ベ

　クトル」、物理基礎は「物体の運動とエネルギー」、物

　理は「様々な運動」・「波」を出題範囲とします。
※　面接に先立ち自己分析用のツールを用いた適性検査を

　実施します。この結果は面接において、入学者受入れの

　方針（アドミッション・ポリシー）に基づき、本学科で

　勉学する適性を判断するために用います。

※　面接は、質疑応答等により、入学者受入れの方針（ア
　ドミッション・ポリシー）に基づき、本学科で勉学する

　熱意や適性を評価します。

※　「英検（受験方式は問わない）」は、３級以上で級に

　応じて英語能力を評価します。2017年４月１日以降の受

　験であれば有効です。合格証明書を提出できない場合で

　も受験することは可能ですが、英語の成績評価は０点と

　なります。

選抜方法 利用教科・科目名

大 学 入 学 共 通 テ ス ト ・ 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等

選抜期日等

大学入学共通テスト、個別学力検査（大学入学共通
テスト該当科目の得点を利用）、調査書を総合して
判定します。

700

小論文、志望理由書等に基づく面接、出願書類（志
望理由書）を総合して判定します。

適性検査、口述試験、面接、「英検（受験方式は問
わない）」の合格証明書を総合して判定します。

口述
試験

400

面接

200

英検

100

学域・学部等名

学域・学部等名 選抜方法 利用教科・科目名

大 学 入 学 共 通 テ ス ト ・ 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等

選抜期日等

※特別日程試験は左記の大学入学共通テストの該当科目の得点を利用

し、配点（受験者の公平性の観点から非公表）は、大学で事前に定め

たものに基づきます。



特別選抜　特別日程試験実施内容
 ●表中の教科・科目名の表記及び注意事項等について、各選抜の学生募集要項の記載を確認してください。

総合型選抜

試験の区分 国　語
地歴・
公民

数　学 理　科 外国語 小論文
口述・
面接

書　類
配 点
合 計

工学部 【個別学力検査等】 ■出願書類による選考を実施する場合 選抜期日

　都市学科 その他 口述試験 共通テスト 2022年10月22日（土）

その他 出願書類 個別学力検査等 1,000 1,000
計 1,000 1,000 合格者発表日

2022年11月４日（金）

■出願書類による選考を実施しない場合 入学手続日

共通テスト 2023年２月20日（月）

個別学力検査等 1,000 ◎ 1,000
計 1,000 1,000

医学部 【大学入学共通テスト】 共通テスト 150 50 200 200 200 800 選抜期日

　医学科 国 国 個別学力検査等 個別対応

地歴・ 世Ａ、世Ｂ、日Ａ、日Ｂ、地理Ａ、地理Ｂ、

公民 現社、倫、政経、倫・政経 100 200 合格者発表日

数 数Ⅰ・数Ａと 2023年２月14日（火）

数Ⅱ・数Ｂ、簿、情報から１

理 物、化、生から２ 入学手続日

外 英 計 150 50 200 200 200 100 100 1,000 2023年２月20日（月）

　　　〔５教科７科目〕

【個別学力検査等】

その他 口述試験・面接

その他 出願書類

※　口述試験では、論理性、思考力、判断力、語学力、学

　習意欲等を問います。

※　面接では、入学者受入れの方針（アドミッション・ポ

　リシー）に基づき、一般的態度・発言内容・コミュニケ

　ーション能力等の評価を通じて、医師・医学研究者とし

　ての適性を判断します。したがって、大学入学共通テス

　ト及び口述試験の点数にかかわらず不合格となることが

　あります。

・２科目を課す教科の配点は、合計得点を表しており、それぞれの配点は同点とします。

口述試験、出願書類（調査書、志望理由書、自己ア
ピール書）により判定します。

学域・学部等名 選抜方法 利用教科・科目名

大 学 入 学 共 通 テ ス ト ・ 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等

選抜期日等

大学入学共通テスト、口述試験・面接、出願書類
（調査書、志願者評価書、活動報告書、自己PR書）
を総合して判定します。 口述

試験

100

面接

◎

から１

◎面接は、入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）に基づ

き「合」「否」で判定します。

◎出願書類は、入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）に

基づき「合」「否」で判定します。



特別選抜　特別日程試験実施内容
 ●表中の教科・科目名の表記及び注意事項等について、各選抜の学生募集要項の記載を確認してください。

国際バカロレア特別選抜

試験の区分 国　語
地歴・
公民

数　学 理　科 外国語 小論文
口述・
面接

書　類
配 点
合 計

現代システム科学域 【大学入学共通テスト】 共通テスト ＜第１次募集＞

課さない。 個別学力検査等 ◎ ※◎ 選抜期日

計 2022年12月３日（土）

【個別学力検査等】

その他 口述試験・面接（出願要件(1)②に該当する者のみ） 合格者発表日

その他 出願書類 2022年12月14日（水）

入学手続日

2022年12月22日（木）

＜第２次募集＞

選抜期日

2023年３月22日（水）

合格者発表日

2023年３月25日（土）

入学手続日

2023年３月26日（日）

文学部 【大学入学共通テスト】 共通テスト 選抜期日

課さない。 個別学力検査等 200 100 300 2023年１月21日（土）

計 200 100 300
【個別学力検査等】 合格者発表日

その他 小論文 2023年２月９日（木）

その他 口述試験
入学手続日

2023年３月14日（火）

生活科学部 【大学入学共通テスト】 共通テスト 選抜期日

　食栄養学科 課さない。 個別学力検査等 200 100 100 400 2022年12月３日（土）

　居住環境学科 計 200 100 100 400
　人間福祉学科 【個別学力検査等】 合格者発表日

その他 小論文 2022年12月16日（金）

その他 口述試験

その他 出願書類 入学手続日

2022年12月22日（木）、

2022年12月23日（金）

学域・学部等名 選抜方法 利用教科・科目名

大 学 入 学 共 通 テ ス ト ・ 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等

選抜期日等

口述試験・面接、出願書類を総合して判定します。

※　出願要件(1)①に該当する者は口述試験・面
　接を免除し、出願書類を総合して判定します。

小論文、口述試験、出願書類を総合して判定しま
す。

小論文、口述試験、出願書類を総合して判定しま
す。

◎口述試験・面接は、入学者受入れの方針（アドミッション・ポリ

シー）に基づき「合」「否」で判定します。

※◎出願要件(1)①に該当する者は、出願書類を入学者受入れの方針

（アドミッション・ポリシー）に基づき「合」「否」で判定します。



特別選抜　特別日程試験実施内容
 ●表中の教科・科目名の表記及び注意事項等について、各選抜の学生募集要項の記載を確認してください。

学校推薦型選抜

試験の区分 国　語
地歴・
公民

数　学 理　科 外国語 小論文
口述・
面接

書　類
配 点
合 計

現代システム科学域 【大学入学共通テスト】 文系型 合格者発表日

　知識情報システム学類 文系型 共通テスト 200 100 300 400 1,000 2023年２月14日（火）

国 国 個別学力検査等

地歴・ 世Ａ、世Ｂ、日Ａ、日Ｂ、地理Ａ、地理Ｂ、 計 200 100 300 400 1,000 入学手続日

公民 現社、倫、政経、倫・政経 2023年２月20日（月）

数 数Ⅰ・数Ａと

数Ⅱ・数Ｂ、簿、情報から１

外 英

　　　〔４教科５科目〕

理系型 理系型

国 国 共通テスト 200 300 200 300 1,000
数 数Ⅰ・数Ａと 個別学力検査等

数Ⅱ・数Ｂ、簿、情報から１ 計 200 300 200 300 1,000
理 物、化、生、地学から２

外 英

　　　〔４教科６科目〕

【個別学力検査等】

課さない。

現代システム科学域 【大学入学共通テスト】 環境社会システム学類 選抜期日

　環境社会システム学類 課さない。 共通テスト 2022年12月３日（土）

　心理学類 個別学力検査等 200
【個別学力検査等】 合格者発表日

その他 口述試験 2022年12月14日（水）

その他 面接
入学手続日

2022年12月22日（木）

計 200 200

心理学類

共通テスト

個別学力検査等 250

計 250 250

現代システム科学域 【大学入学共通テスト】 教育福祉学類 選抜期日

　教育福祉学類 課さない。 共通テスト 2022年12月３日（土）

個別学力検査等 200 100 300
【個別学力検査等】 計 200 100 300 合格者発表日

その他 小論文 2022年12月14日（水）

その他 面接
入学手続日

※　小論文は、日本語及び英語の文章や資料による出題に 2022年12月22日（木）

　基づき、理解力、思考力、表現力等を問います。

・２科目を課す教科の配点は、合計得点を表しており、それぞれの配点は同点とします。

口述
試験

100

面接

100

口述
試験

150

面接

100

学域・学部等名 選抜方法 利用教科・科目名

大 学 入 学 共 通 テ ス ト ・ 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等

選抜期日等

小論文、志望理由書等に基づく面接、出願書類（調
査書、出身学校長の推薦書）を総合して判定しま
す。

大学入学共通テスト、出願書類（調査書、出身学校
長の推薦書）を総合して判定します。

口述試験、志望理由書等に基づく面接、出願書類
（調査書、出身学校長の推薦書）を総合して判定し
ます。

から１



特別選抜　特別日程試験実施内容
 ●表中の教科・科目名の表記及び注意事項等について、各選抜の学生募集要項の記載を確認してください。

学校推薦型選抜

試験の区分 国　語
地歴・
公民

数　学 理　科 外国語 小論文
口述・
面接

書　類
配 点
合 計

商学部 【大学入学共通テスト】 共通テスト 200 200 300 700 選抜期日

　<商業科等対象> 国 国 個別学力検査等 300 300 2023年２月４日（土）

数 数Ⅰ、数Ⅰ・数Ａから１と 計 200 200 300 300 1,000
数Ⅱ・数Ｂ、簿、情報から１ 合格者発表日

外 英、独、仏、中、韓から１ 2023年２月14日（火）

　　　〔３教科４科目〕
入学手続日

【個別学力検査等】 2023年２月20日（月）

その他 口述試験

理学部 【大学入学共通テスト】 共通テスト 100 50 300 300 200 950 合格者発表日

　物理学科 国 国 個別学力検査等 200 200 2023年２月14日（火）

地歴・ 世Ａ、世Ｂ、日Ａ、日Ｂ、地理Ａ、地理Ｂ、 計 100 50 300 300 200 200 1,150
公民 現社、倫、政経、倫・政経 入学手続日

数 数Ⅰ・数Ａと 2023年２月20日（月）

数Ⅱ・数Ｂ、簿、情報から１

理 物と

化、生、地学から１

外 英、独、仏、中、韓から１

　　　〔５教科７科目〕

【個別学力検査等】

その他 出願書類

理学部 【大学入学共通テスト】 共通テスト 100 100 200 150 550 合格者発表日

　化学科 国 国 個別学力検査等 100 100 2023年２月14日（火）

数 数Ⅰ・数Ａと 計 100 100 200 150 100 650
数Ⅱ・数Ｂ、簿、情報から１ 入学手続日

理 物と 2023年２月20日（月）

化
外 英、独、仏、中、韓から１

　　　〔４教科６科目〕

【個別学力検査等】

その他 出願書類

理学部 【大学入学共通テスト】 共通テスト 75 75 300 100 550 合格者発表日

　生物学科 国 国 個別学力検査等 300 300 2023年２月14日（火）

数 数Ⅰ・数Ａと 計 75 75 300 100 300 850
数Ⅱ・数Ｂ、簿、情報から１ 入学手続日

理 生と 2023年２月20日（月）

物、化、地学から１

外 英、独、仏、中、韓から１

　　　〔４教科６科目〕

【個別学力検査等】

その他 出願書類

・２科目を課す教科の配点は、合計得点を表しており、それぞれの配点は同点とします。

学域・学部等名 選抜方法 利用教科・科目名

大 学 入 学 共 通 テ ス ト ・ 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等

選抜期日等

大学入学共通テスト、口述試験、出願書類（調査
書、出身学校長の推薦書、自己推薦書）を総合して
判定します。

大学入学共通テスト、出願書類（調査書、出身学校
長の推薦書、志望理由書）を総合して判定します。

大学入学共通テスト、出願書類（調査書、出身学校
長の推薦書、志望理由書）を総合して判定します。

大学入学共通テスト、出願書類（調査書、出身学校
長の推薦書、志望理由書）を総合して判定します。

地域限定
※特別日程試験の口述試験は対面での実施のみとし、オンラインでの実施は行いませ

ん。

から１



特別選抜　特別日程試験実施内容
 ●表中の教科・科目名の表記及び注意事項等について、各選抜の学生募集要項の記載を確認してください。

学校推薦型選抜

試験の区分 国　語
地歴・
公民

数　学 理　科 外国語 小論文
口述・
面接

書　類
配 点
合 計

理学部 【大学入学共通テスト】 共通テスト 50 50 150 200 150 600 合格者発表日

　地球学科 国 国 個別学力検査等 150 150 2023年２月14日（火）

地歴・ 世Ａ、世Ｂ、日Ａ、日Ｂ、地理Ａ、地理Ｂ、 計 50 50 150 200 150 150 750
公民 現社、倫、政経、倫・政経 入学手続日

数 数Ⅰ・数Ａと 2023年２月20日（月）

数Ⅱ・数Ｂ、簿、情報から１

理 物、化、生、地学から２

外 英、独、仏、中、韓から１

　　　〔５教科７科目〕

【個別学力検査等】

その他 出願書類

理学部 【大学入学共通テスト】 共通テスト 100 50 400 400 300 1,250 合格者発表日

　生物化学科 国 国 個別学力検査等 250 250 2023年２月14日（火）

地歴・ 世Ａ、世Ｂ、日Ａ、日Ｂ、地理Ａ、地理Ｂ、 計 100 50 400 400 300 250 1,500
公民 現社、倫、政経、倫・政経 入学手続日

数 数Ⅰ・数Ａと 2023年２月20日（月）

数Ⅱ・数Ｂ、簿、情報から１

理 物、化、生、地学から２

外 英、独、仏、中、韓から１

　　　〔５教科７科目〕

【個別学力検査等】

その他 出願書類

工学部 【大学入学共通テスト】 共通テスト 140 60 130 130 140 600 選抜期日

　機械工学科 国 国 個別学力検査等 100 100 200 400 2022年12月３日（土）

地歴・ 世Ａ、世Ｂ、日Ａ、日Ｂ、地理Ａ、地理Ｂ、 計 140 60 130 130 140 100 100 200 1,000
公民 現社、倫、政経、倫・政経 合格者発表日

数 数Ⅰ・数Ａと 2023年２月14日（火）

数Ⅱ・数Ｂ、簿、情報から１

理 物と 入学手続日

化 2023年２月20日（月）

外 英、独、仏、中、韓から１

　　　〔５教科７科目〕

【個別学力検査等】

その他 小論文

その他 口述試験・面接

その他 出願書類

工学部 【大学入学共通テスト】 共通テスト 選抜期日

　建築学科 課さない。 個別学力検査等 50 50 100 200 2022年12月３日（土）

　<指定校> 計 50 50 100 200
【個別学力検査等】 合格者発表日

その他 小論文 2022年12月14日（水）

その他 口述試験・面接

その他 出願書類 入学手続日

2022年12月22日（木）

工学部 【大学入学共通テスト】 共通テスト 選抜期日

　都市学科 課さない。 個別学力検査等 50 50 100 200 2022年12月３日（土）

計 50 50 100 200
【個別学力検査等】 合格者発表日

その他 小論文 2022年12月14日（水）

その他 口述試験・面接

その他 出願書類 入学手続日

2022年12月22日（木）

・２科目を課す教科の配点は、合計得点を表しており、それぞれの配点は同点とします。

利用教科・科目名

大 学 入 学 共 通 テ ス ト ・ 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等

選抜期日等

大学入学共通テスト、出願書類（調査書、出身学校
長の推薦書、志望理由書）を総合して判定します。

大学入学共通テスト、出願書類（調査書、出身学校
長の推薦書、志望理由書）を総合して判定します。

学域・学部等名 選抜方法

大学入学共通テスト、小論文、口述試験・面接、出
願書類（調査書、出身学校長の推薦書、志望理由
書）を総合して判定します。

小論文、口述試験・面接、出願書類（調査書、出身
学校長の推薦書、志望理由書）を総合して判定しま
す。

小論文、口述試験・面接、出願書類（調査書、出身
学校長の推薦書）を総合して判定します。

地域限定

から１
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特別選抜　特別日程試験実施内容
 ●表中の教科・科目名の表記及び注意事項等について、各選抜の学生募集要項の記載を確認してください。

学校推薦型選抜

試験の区分 国　語
地歴・
公民

数　学 理　科 外国語 小論文
口述・
面接

書　類
配 点
合 計

工学部 【大学入学共通テスト】 共通テスト 140 60 130 130 140 600 合格者発表日

　電子物理工学科 国 国 個別学力検査等 100 100 2023年２月14日（火）

地歴・ 世Ａ、世Ｂ、日Ａ、日Ｂ、地理Ａ、地理Ｂ、 計 140 60 130 130 140 100 700
公民 現社、倫、政経、倫・政経 入学手続日

数 数Ⅰ・数Ａと 2023年２月20日（月）

数Ⅱ・数Ｂ、簿、情報から１

理 物、化、生から２

外 英、独、仏、中、韓から１

　　　〔５教科７科目〕

【個別学力検査等】

その他 出願書類

工学部 【大学入学共通テスト】 共通テスト 選抜期日

　応用化学科 課さない。 個別学力検査等 150 100 250 2022年12月３日（土）

計 150 100 250
【個別学力検査等】 合格者発表日

その他 小論文 2022年12月14日（水）

その他 口述試験・面接
入学手続日

2022年12月22日（木）

工学部 【大学入学共通テスト】 共通テスト 100 100 100 100 400 選抜期日

　マテリアル工学科 国 国 個別学力検査等 300 100 400 2022年12月３日（土）

数 数Ⅰ・数Ａと 計 100 100 100 100 300 100 800
数Ⅱ・数Ｂ 合格者発表日

理 物と 2023年２月14日（火）

化

外 英、独、仏、中、韓から１ 入学手続日

　　　〔４教科６科目〕 2023年２月20日（月）

【個別学力検査等】

その他 口述試験・面接

その他 出願書類

工学部 【大学入学共通テスト】 共通テスト 60 40 200 200 200 700 合格者発表日

　化学バイオ工学科 国 国 個別学力検査等 100 100 200 2023年２月14日（火）

地歴・ 世Ａ、世Ｂ、日Ａ、日Ｂ、地理Ａ、地理Ｂ、 計 60 40 200 200 200 100 100 900
公民 現社、倫、政経、倫・政経 入学手続日

数 数Ⅰ・数Ａと 2023年２月20日（月）

数Ⅱ・数Ｂ、簿、情報から１

理 化と

物、生から１

外 英、独、仏、中、韓から１

　　　〔５教科７科目〕

【個別学力検査等】
その他 小論文（出願時に提出）

その他 出願書類

・２科目を課す教科の配点は、合計得点を表しており、それぞれの配点は同点とします。

学域・学部等名 選抜方法 利用教科・科目名

大 学 入 学 共 通 テ ス ト ・ 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等

選抜期日等

大学入学共通テスト、出願書類（小論文、調査書、
出身学校長の推薦書）を総合して判定します。

大学入学共通テスト、出願書類（調査書、出身学校
長の推薦書）を総合して判定します。

小論文、口述試験・面接、出願書類（調査書、出身
学校長の推薦書）を総合して判定します。

大学入学共通テスト、口述試験・面接、出願書類
（調査書、出身学校長の推薦書、志望理由書）を総
合して判定します。

から１
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特別選抜　特別日程試験実施内容
 ●表中の教科・科目名の表記及び注意事項等について、各選抜の学生募集要項の記載を確認してください。

学校推薦型選抜

試験の区分 国　語
地歴・
公民

数　学 理　科 外国語 小論文
口述・
面接

書　類
配 点
合 計

農学部 【大学入学共通テスト】 共通テスト 100 100 200 200 100 700 選抜期日

　緑地環境科学科 国 国 個別学力検査等 200 100 300 2022年12月３日（土）

地歴・ 世Ａ、世Ｂ、日Ａ、日Ｂ、地理Ａ、地理Ｂ、 計 100 100 200 200 100 200 100 1,000
公民 現社、倫、政経、倫・政経 合格者発表日

数 数Ⅰ・数Ａと 2023年２月14日（火）

数Ⅱ・数Ｂ

理 物、化、生、地学から２ 入学手続日

外 英 2023年２月20日（月）

　　　〔５教科７科目〕

【個別学力検査等】

その他 口述試験・面接

その他 出願書類

獣医学部 【大学入学共通テスト】 共通テスト 40 20 40 40 40 180 選抜期日

国 国 個別学力検査等 50 100 50 200 2022年12月３日（土）

地歴・ 世Ａ、世Ｂ、日Ａ、日Ｂ、地理Ａ、地理Ｂ、 計 40 20 40 40 40 50 100 50 380
公民 現社、倫、政経、倫・政経 合格者発表日

数 数Ⅰ・数Ａと 2023年２月14日（火）

数Ⅱ・数Ｂ、簿、情報から１

理 物、化、生、地学から２ 入学手続日

外 英 2023年２月20日（月）

　　　〔５教科７科目〕

【個別学力検査等】

その他 小論文

その他 面接

その他 出願書類（「英検、英検CBT、英検S-CBT又はGTEC CBT」を
含む）

医学部 【大学入学共通テスト】 共通テスト 150 50 200 200 200 800 選抜期日

　医学科 国 国 個別学力検査等 ◎ 100 100 個別対応

地歴・ 世Ａ、世Ｂ、日Ａ、日Ｂ、地理Ａ、地理Ｂ、 計 150 50 200 200 200 100 900
公民 現社、倫、政経、倫・政経 合格者発表日

数 数Ⅰ・数Ａと 2023年２月14日（火）

数Ⅱ・数Ｂ、簿、情報から１

理 物、化、生から２ 入学手続日

外 英 2023年２月20日（月）

　　　〔５教科７科目〕

　

【個別学力検査等】

その他 面接

その他 出願書類

※　面接では、入学者受入れの方針（アドミッション・ポ

　リシー）に基づき、一般的態度・発言内容・コミュニケ

　ーション能力等の評価を通じて、医師・医学研究者とし

　ての適性を判断します。したがって、大学入学共通テス

　トの点数にかかわらず不合格となることがあります。

・２科目を課す教科の配点は、合計得点を表しており、それぞれの配点は同点とします。

学域・学部等名 選抜方法 利用教科・科目名

大学入学共通テスト、面接、出願書類（調査書、出
身学校長の推薦書、志望理由書、活動報告書）を総
合して判定します。

大 学 入 学 共 通 テ ス ト ・ 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等

選抜期日等

大学入学共通テスト、口述試験・面接、出願書類
（調査書、出身学校長の推薦書、活動報告書）によ
り総合して判定します。

大学入学共通テスト、小論文、面接、出願書類（調
査書、出身学校長の推薦書、志望理由書、活動報告
書）、「英検、英検CBT、英検S-CBT又はGTEC CBT」
を総合して判定します。

※面接は100点の配点を設けるとともに、入学者受入れの
方針（アドミッション・ポリシー）に基づき「合」「否」
でも判定します。面接の結果により、獣医学を修学する上
での適正に欠けると判断された場合は合計点にかかわらず
不合格とします。

地域限定
から１

◎面接は、入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）に基づ

き「合」「否」で判定します。
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特別選抜　特別日程試験実施内容
 ●表中の教科・科目名の表記及び注意事項等について、各選抜の学生募集要項の記載を確認してください。

学校推薦型選抜

試験の区分 国　語
地歴・
公民

数　学 理　科 外国語 小論文
口述・
面接

書　類
配 点
合 計

医学部 【大学入学共通テスト】 理学療法学専攻 選抜期日

　リハビリテーション学科 理学療法学専攻 共通テスト 200 ＊100 200 ＊100 200 700 2022年12月４日（日）

　理学療法学専攻 国 国 個別学力検査等 300 300
　作業療法学専攻 地歴・ 世Ａ、世Ｂ、日Ａ、日Ｂ、地理Ａ、地理Ｂ、 計 200 ＊100 200 ＊100 200 300 1,000 合格者発表日

公民 現社、倫、政経、倫・政経 2023年２月14日（火）

理 物基、化基、生基、 作業療法学専攻

物、化、生 共通テスト 200 200 200 600 入学手続受付期間

数 数Ⅰ・数Ａと 個別学力検査等 300 300 2023年２月16日（木）～

数Ⅱ・数Ｂ、簿、情報から１ 計 200 200 200 300 900 2023年２月20日（月）

外 英

　　　〔４教科５又は６科目〕

※　「地歴・公民」及び「理科」から１科目を選択してく

　ださい。ただし、物基、化基、生基の場合は２科目選択

　してください。
※　「地歴・公民」及び「理科」を複数（指定数以上）受

　験した場合は、次のうちから得点の高いものを採用しま
　す。

　（1） 「地歴・公民」の第１解答科目

　（2） 「理科」の「基礎を付した科目」２科目

　（3） 「理科」の「基礎を付していない科目」の第１解

　　　　答科目

作業療法学専攻
国 国

数 数Ⅰ・数Ａと

数Ⅱ・数Ｂ、簿、情報から１

外 英

　　　〔３教科４科目〕

【個別学力検査等】

その他 面接

生活科学部 【大学入学共通テスト】 均等型 合格者発表日

　食栄養学科 均等型 共通テスト 100 100 100 100 100 500 2023年２月14日（火）

国 国 個別学力検査等 100 100
地歴・ 世Ａ、世Ｂ、日Ａ、日Ｂ、地理Ａ、地理Ｂ、 計 100 100 100 100 100 100 600 入学手続受付期間

公民 現社、倫、政経、倫・政経 2023年２月16日（木）～

数 数Ⅰ・数Ａと 2023年２月20日（月）

数Ⅱ・数Ｂ、簿、情報から１ 理数重点型

理 物、化、生から２ 共通テスト 50 50 150 150 100 500
外 英 個別学力検査等 100 100

　　　〔５教科７科目〕 計 50 50 150 150 100 100 600

理数重点型

国 国

地歴・ 世Ａ、世Ｂ、日Ａ、日Ｂ、地理Ａ、地理Ｂ、

公民 現社、倫、政経、倫・政経

数 数Ⅰ・数Ａと

数Ⅱ・数Ｂ、簿、情報から１

理 物、化、生から２

外 英

　　　〔５教科７科目〕

【個別学力検査等】
その他 出願書類

・２科目を課す教科の配点は、合計得点を表しており、それぞれの配点は同点とします。
・＊印を付した配点は、選択教科を表します。

学域・学部等名 選抜方法 利用教科・科目名

大 学 入 学 共 通 テ ス ト ・ 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等

選抜期日等

大学入学共通テスト、面接、出願書類（調査書、出
身学校長の推薦書、志望理由書）を総合して判定し
ます。

大学入学共通テスト、出願書類（調査書、出身学校
長の推薦書、志望理由書）を総合して判定します。

から１（※）

から１

から１



特別選抜　特別日程試験実施内容
 ●表中の教科・科目名の表記及び注意事項等について、各選抜の学生募集要項の記載を確認してください。

学校推薦型選抜

試験の区分 国　語
地歴・
公民

数　学 理　科 外国語 小論文
口述・
面接

書　類
配 点
合 計

生活科学部 【大学入学共通テスト】 共通テスト 50 50 100 100 100 400 合格者発表日

　居住環境学科 国 国 個別学力検査等 100 100 2023年２月14日（火）

地歴・ 世Ａ、世Ｂ、日Ａ、日Ｂ、地理Ａ、地理Ｂ、 計 50 50 100 100 100 100 500
公民 現社、倫、政経、倫・政経 入学手続受付期間

数 数Ⅰ・数Ａと 2023年２月16日（木）～

数Ⅱ・数Ｂ、簿、情報から１ 2023年２月20日（月）

理 物基、化基、生基、地基から２又は

物、化、生、地学から１

外 英

　　　〔５教科６又は７科目〕

【個別学力検査等】
その他 出願書類

生活科学部 【大学入学共通テスト】 共通テスト 100 50 100 50 100 400 合格者発表日

　人間福祉学科 国 国 個別学力検査等 100 100 2023年２月14日（火）

地歴・ 世Ｂ、日Ｂ、地理Ｂ、 計 100 50 100 50 100 100 500
公民 現社、倫、政経、倫・政経 入学手続受付期間

数 数Ⅰ・数Ａと 2023年２月16日（木）～

数Ⅱ・数Ｂ、簿、情報から１ 2023年２月20日（月）

理 物基、化基、生基、地基から２又は

物、化、生、地学から１

外 英

　　　〔５教科６又は７科目〕

【個別学力検査等】
その他 出願書類

・２科目を課す教科の配点は、合計得点を表しており、それぞれの配点は同点とします。

利用教科・科目名

大 学 入 学 共 通 テ ス ト ・ 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等

選抜期日等

大学入学共通テスト、出願書類（調査書、出身学校
長の推薦書、志望理由書）を総合して判定します。

大学入学共通テスト、出願書類（調査書、出身学校
長の推薦書、志望理由書）を総合して判定します。

学域・学部等名 選抜方法

から１

から１



特別選抜　特別日程試験実施内容
 ●表中の教科・科目名の表記及び注意事項等について、各選抜の学生募集要項の記載を確認してください。

産業動物獣医師地域枠特別選抜

試験の区分 国　語
地歴・
公民

数　学 理　科 外国語 小論文
口述・
面接

書　類
配 点
合 計

獣医学部 【大学入学共通テスト】 共通テスト 40 20 40 40 40 180 選抜期日

国 国 個別学力検査等 50 100 50 200 2022年12月３日（土）

地歴・ 世Ａ、世Ｂ、日Ａ、日Ｂ、地理Ａ、地理Ｂ、 計 40 20 40 40 40 50 100 50 380
公民 現社、倫、政経、倫・政経 合格者発表日

数 数Ⅰ・数Ａと 2023年２月14日（火）

数Ⅱ・数Ｂ、簿、情報から１

理 物、化、生、地学から２ 入学手続日

外 英 2023年２月20日（月）

　　　〔５教科７科目〕

【個別学力検査等】

その他 小論文

その他 面接

その他 出願書類

・２科目を課す教科の配点は、合計得点を表しており、それぞれの配点は同点とします。

ユネスコスクール特別選抜

試験の区分 国　語
地歴・
公民

数　学 理　科 外国語 小論文
口述・
面接

書　類
配 点
合 計

現代システム科学域 【大学入学共通テスト】 共通テスト 選抜期日

課さない。 個別学力検査等 200 2022年12月３日（土）

【個別学力検査等】 合格者発表日

その他 口述試験 2022年12月14日（水）

その他 面接
入学手続日

計 200 200 2022年12月22日（木）

スーパーサイエンスハイスクール（SSH）特別選抜

試験の区分 国　語
地歴・
公民

数　学 理　科 外国語 小論文
口述・
面接

書　類
配 点
合 計

現代システム科学域 【大学入学共通テスト】 共通テスト 選抜期日

課さない。 個別学力検査等 200 2022年12月３日（土）

【個別学力検査等】 合格者発表日

その他 口述試験 2022年12月14日（水）

その他 面接
入学手続日

計 200 200 2022年12月22日（木）

学域・学部等名 選抜方法 利用教科・科目名

大 学 入 学 共 通 テ ス ト ・ 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等

選抜期日等

大学入学共通テスト、小論文、面接、出願書類（調
査書、学校長の推薦書、志望理由書、修学資金給付
事業制定機関・団体等の長の推薦状）を総合して判
定します。

学域・学部等名 選抜方法 利用教科・科目名

大 学 入 学 共 通 テ ス ト ・ 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等

※面接は100点の配点を設けるとともに、入学者受入れの
方針（アドミッション・ポリシー）に基づき「合」「否」
でも判定します。面接の結果により、獣医学を修学する上
での適正に欠けると判断された場合は合計点にかかわらず
不合格とします。

口述試験、志望理由書等に基づく面接、出願書類
（調査書、出身学校長の推薦書、活動報告書）を総
合して判定します。 口述

試験

100

面接

100

選抜期日等

口述試験、志望理由書等に基づく面接、出願書類
（調査書、出身学校長の推薦書、活動報告書）を総
合して判定します。 口述

試験

100

面接

100

学域・学部等名 選抜方法 利用教科・科目名

大 学 入 学 共 通 テ ス ト ・ 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等

選抜期日等

から１



特別選抜　特別日程試験実施内容
 ●表中の教科・科目名の表記及び注意事項等について、各選抜の学生募集要項の記載を確認してください。

帰国生徒特別選抜

試験の区分 数　学 理　科 外国語 小論文
口述・
面接

書　類
英語
外部
試験

配 点
合 計

現代システム科学域 【大学入学共通テスト】 個別学力検査等 100 100
課さない。

【個別学力検査等】

その他 口述試験・面接

※　口述試験には、数学（数Ⅰ・数Ⅱ・数Ａ・数Ｂ）に

　ついての問いも含みます。
※　TOEFLは出願要件として用います。

文学部 【大学入学共通テスト】 個別学力検査等 150 150 100 400
課さない。

【個別学力検査等】

外 英、独、仏、中、韓・朝から１

その他 小論文

その他 口述試験

理学部 【大学入学共通テスト】 個別学力検査等 100 100 100 100 400
　数学科 課さない。

【個別学力検査等】
数 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数Ａ・数Ｂ

理 物基・物、化基・化、生基・生、地基・地学から２

外 英

その他 口述試験

【大学入学共通テスト】 個別学力検査等 400 400 800
課さない。

【個別学力検査等】
数 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数Ａ・数Ｂ

その他 口述試験

理学部 【大学入学共通テスト】 個別学力検査等 100 100 100 100 400
　物理学科 課さない。

【個別学力検査等】
数 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数Ａ・数Ｂ

理 物基・物と
化基・化、生基・生、地基・地学から１

外 英

その他 口述試験

【大学入学共通テスト】 個別学力検査等 100 300 100 500
課さない。

【個別学力検査等】
数 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数Ａ・数Ｂ

理 物基・物
その他 口述試験

・２科目を課す教科の配点は、合計得点を表しており、それぞれの配点は同点とします。

学域・学部等名 選抜方法 利用教科・科目名

個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等

選抜期日等

口述試験・志望理由書等に基づく面接を総合して判
定します。

選抜期日

2022年12月３日（土）

合格者発表日

2022年12月14日（水）

入学手続日

2022年12月22日（木）

個別学力検査（外国語）、小論文、口述試験、出願
書類を総合して判定します。

選抜期日

2023年１月21日（土）

合格者発表日

2023年２月９日（木）

入学手続日

2023年３月14日（火）

[1]口述試験のみを欠席した場合
個別学力検査（数学、理科、外国語）、口述試験、
出願書類を総合して判定します。

選抜期日

2023年３月22日（水）

合格者発表日

2023年３月25日（土）

入学手続日

2023年３月26日（日）

[2]筆記試験と口述試験の両方を欠席した場合
個別学力検査（数学）、口述試験、出願書類を総合
して判定します。

[1]口述試験のみを欠席した場合
個別学力検査（数学、理科、外国語）、口述試験、
出願書類を総合して判定します。

選抜期日

2023年３月22日（水）

合格者発表日

2023年３月25日（土）

入学手続日

2023年３月26日（日）

[2]筆記試験と口述試験の両方を欠席した場合
個別学力検査（数学、理科）、口述試験、出願書類
を総合して判定します。



特別選抜　特別日程試験実施内容
 ●表中の教科・科目名の表記及び注意事項等について、各選抜の学生募集要項の記載を確認してください。

帰国生徒特別選抜

試験の区分 数　学 理　科 外国語 小論文
口述・
面接

書　類
英語
外部
試験

配 点
合 計

理学部 【大学入学共通テスト】 個別学力検査等 100 100 100 100 400
　化学科 課さない。

【個別学力検査等】
数 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数Ａ・数Ｂ

理 物基・物と
化基・化

外 英

その他 口述試験

【大学入学共通テスト】 個別学力検査等 200 200 400
課さない。

【個別学力検査等】
数 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数Ａ・数Ｂ

その他 口述試験

※　口述試験は、理科（化学）の学力と学習意欲、

　学習能力等について行います。

理学部 【大学入学共通テスト】 個別学力検査等 100 100 100 100 400
　生物学科 課さない。

【個別学力検査等】
数 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数Ａ・数Ｂ

理 物基・物、化基・化、生基・生、地基・地学から２

外 英

その他 口述試験

【大学入学共通テスト】 個別学力検査等 100 300 400
課さない。

【個別学力検査等】
数 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数Ａ・数Ｂ

その他 口述試験

※　口述試験は、理科の学力と学習意欲、学習能力等

　について行います。

理学部 【大学入学共通テスト】 個別学力検査等 100 100 100 100 400
　地球学科 課さない。

【個別学力検査等】
数 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数Ａ・数Ｂ

理 物基・物、化基・化、生基・生、地基・地学から２

外 英

その他 口述試験

【大学入学共通テスト】 個別学力検査等 300 100 400
課さない。

【個別学力検査等】
その他 口述試験

その他 出願書類

※　口述試験は、理科基礎と英語の学力について行います。

・２科目を課す教科の配点は、合計得点を表しており、それぞれの配点は同点とします。

学域・学部等名 選抜方法 利用教科・科目名

個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等

選抜期日等

[1]口述試験のみを欠席した場合
個別学力検査（数学、理科、外国語）、口述試験、
出願書類を総合して判定します。

選抜期日

2023年３月22日（水）

合格者発表日

2023年３月25日（土）

入学手続日

2023年３月26日（日）

[2]筆記試験と口述試験の両方を欠席した場合
個別学力検査（数学）、口述試験、出願書類を総合
して判定します。

[1]口述試験のみを欠席した場合
個別学力検査（数学、理科、外国語）、口述試験、
出願書類を総合して判定します。

選抜期日

2023年３月22日（水）

合格者発表日

2023年３月25日（土）

入学手続日

2023年３月26日（日）

[1]口述試験のみを欠席した場合
個別学力検査（数学、理科、外国語）、口述試験、
出願書類を総合して判定します。

選抜期日

2023年３月22日（水）

合格者発表日

2023年３月25日（土）

入学手続日

[2]筆記試験と口述試験の両方を欠席した場合
個別学力検査（数学）、口述試験、出願書類を総合
して判定します。

2023年３月26日（日）

[2]筆記試験と口述試験の両方を欠席した場合
口述試験、出願書類を総合して判定します。



特別選抜　特別日程試験実施内容
 ●表中の教科・科目名の表記及び注意事項等について、各選抜の学生募集要項の記載を確認してください。

帰国生徒特別選抜

試験の区分 数　学 理　科 外国語 小論文
口述・
面接

書　類
英語
外部
試験

配 点
合 計

理学部 【大学入学共通テスト】 個別学力検査等 100 100 100 100 400
　生物化学科 課さない。

【個別学力検査等】
数 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数Ａ・数Ｂ

理 物基・物、化基・化、生基・生、地基・地学から２

外 英

その他 口述試験

【大学入学共通テスト】 個別学力検査等 200 200 400
課さない。

【個別学力検査等】
数 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数Ａ・数Ｂ

その他 口述試験

農学部 【大学入学共通テスト】 個別学力検査等 100 200 ◎ ◎ 300
　応用生物科学科 課さない。

　生命機能化学科

　緑地環境科学科 【個別学力検査等】

応用生物科学科、生命機能化学科

数 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数Ａ・数Ｂ

その他 口述試験・面接

その他 出願書類

その他 TOEFL

　<応用生物科学科> iBT 71点以上

　<生命機能化学科> 出願に必要な成績要件はありません。

緑地環境科学科
数 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数Ａ・数Ｂ

その他 口述試験・面接

その他 出願書類

その他 TOEFL iBT 61点以上

獣医学部 【大学入学共通テスト】 個別学力検査等 150 100 100 120 470
課さない。

【個別学力検査等】

数 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数Ａ・数Ｂ

その他 小論文

その他 面接

その他 TOEFL iBT 61点以上

・２科目を課す教科の配点は、合計得点を表しており、それぞれの配点は同点とします。

学域・学部等名 選抜方法 利用教科・科目名

個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等

選抜期日等

[1]口述試験のみを欠席した場合
個別学力検査（数学、理科、外国語）、口述試験、
出願書類を総合して判定します。

選抜期日

2023年３月22日（水）

合格者発表日

2023年３月25日（土）

入学手続日

2023年３月26日（日）

[2]筆記試験と口述試験の両方を欠席した場合
個別学力検査（数学）、口述試験、出願書類を総合
して判定します。

個別学力検査（数学）、口述試験・面接等、出願書
類、TOEFLを総合して判定します。

選抜期日

2022年12月３日（土）

合格者発表日

2022年12月14日（水）

入学手続期限

2022年12月22日（木）

個別学力検査（数学）、小論文、面接、出願書類、
TOEFLを総合して判定します。

選抜期日

2022年12月３日（土）

合格者発表日

2022年12月14日（水）

入学手続期限

2022年12月22日（木）

※面接は100点の配点を設けるとともに、入学者受入れの
方針（アドミッション・ポリシー）に基づき「合」「否」
でも判定します。面接の結果により、獣医学を修学する上
での適正に欠けると判断された場合は合計点にかかわらず
不合格とします。

◎出願書類、TOEFLは、入学者受入れの方針（アドミッショ

ン・ポリシー）に基づき「合」「否」で判定します。



特別選抜　特別日程試験実施内容
 ●表中の教科・科目名の表記及び注意事項等について、各選抜の学生募集要項の記載を確認してください。

社会人特別選抜

試験の区分 国　語
地歴・
公民

数　学 理　科 外国語 小論文
口述・
面接

書　類
配 点
合 計

現代システム科学域 【大学入学共通テスト】 共通テスト 選抜期日

　環境社会システム学類 課さない。 個別学力検査等 100 2022年12月３日（土）

【個別学力検査等】 合格者発表日

その他 口述試験 2022年12月14日（水）

その他 面接
入学手続日

計 100 100 2022年12月22日（木）

現代システム科学域 【大学入学共通テスト】 共通テスト 選抜期日

　教育福祉学類 課さない。 個別学力検査等 100 50 150 2022年12月３日（土）

計 100 50 150
【個別学力検査等】 合格者発表日

その他 小論文 2022年12月14日（水）

その他 面接
入学手続日

※　小論文は、日本語及び英語の文章や資料による出題に 2022年12月22日（木）

　基づき、理解力、思考力、表現力等を問います。

学域・学部等名 選抜方法 利用教科・科目名

大 学 入 学 共 通 テ ス ト ・ 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等

選抜期日等

口述試験、出願書類に基づく面接を総合して判定し
ます。

口述
試験

50

面接

50

小論文、出願書類に基づく面接を総合して判定しま
す。



特別選抜　特別日程試験実施内容
 ●表中の教科・科目名の表記及び注意事項等について、各選抜の学生募集要項の記載を確認してください。

私費外国人留学生特別選抜

日本語 理　科 数　学
総合
科目 計 国　語 数　学 理　科 外国語

小論文
・作文

口述・
面接

書　類
英語
外部
試験

計

現代システム科学域 【個別学力検査等】 150 150 選抜期日

　知識情報システム学類 その他 口述試験 2023年３月22日（水）

　教育福祉学類 その他 面接
　心理学類 合格者発表日

※　日本留学試験とTOEFLは出願要件として用い 2023年３月25日（土）

　ます。
入学手続日
2023年３月26日（日）

現代システム科学域 【個別学力検査等】 100 100 選抜期日

　環境社会システム学類 その他 口述試験 2023年３月22日（水）

その他 面接
合格者発表日

※　日本留学試験とTOEFLは出願要件として用い 2023年３月25日（土）

　ます。
入学手続日
2023年３月26日（日）

文学部 【日本留学試験】 200 100 100 400 100 100 500 選抜期日

日本語 「読解、聴解・聴読解」 2023年３月22日（水）

総合科目 総合科目
数学 コース１ 合格者発表日

2023年３月25日（土）

【個別学力検査等】
その他 口述試験 入学手続日

2023年３月26日（日）

法学部 【日本留学試験】 100 50 50 200 200 200 ◎ 400 600 選抜期日

日本語 「読解、聴解・聴読解」「記述」 2023年３月22日（水）

総合科目 総合科目
数学 コース１ 合格者発表日

2023年３月25日（土）

【個別学力検査等】
外 英、独、仏から１ 入学手続日

その他 作文（日本語による） 2023年３月26日（日）

その他 口述試験

経済学部 【日本留学試験】 225 100 100 425 100 200 100 ◎ 400 825 選抜期日

日本語 「読解、聴解・聴読解」「記述」 2023年３月22日（水）

総合科目 総合科目
数学 コース１又はコース２ 合格者発表日

2023年３月25日（土）

【個別学力検査等】
数 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ａ・数Ｂ 入学手続日

外 英 2023年３月26日（日）

その他 作文（日本語による）
その他 口述試験

【日本留学試験】 225 100 100 425 ◎ 425
日本語 「読解、聴解・聴読解」「記述」
総合科目 総合科目
数学 コース１又はコース２

【個別学力検査等】
その他 口述試験

日本留学試験、口述試験、出願書類を総合して判定
します。

日本留学試験、個別学力検査（外国語、作文）、
口述試験、出願書類を総合して判定します。

[2]筆記試験と口述試験の両方を欠席した場合
日本留学試験、口述試験、出願書類を総合して判定
します。

[1]口述試験のみを欠席した場合
日本留学試験、個別学力検査（数学、外国語、作
文）、口述試験、出願書類を総合して判定します。

口述
試験

100

面接

50

出願期間等
配 点
合 計

個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等

口述試験、志望理由書等に基づく面接、出願書類を
総合して判定します。

口述
試験

50

面接

50

口述試験、志望理由書等に基づく面接、出願書類を
総合して判定します。

日本留学試験

学域・学部等名 選抜方法 利用教科・科目名

◎口述試験は、入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）に基づき「合」「否」で判

定します。

◎口述試験は、入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）に基づき「合」「否」で判

定します。

◎口述試験は、入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）に基づき「合」「否」で判

定します。



特別選抜　特別日程試験実施内容
 ●表中の教科・科目名の表記及び注意事項等について、各選抜の学生募集要項の記載を確認してください。

私費外国人留学生特別選抜

日本語 理　科 数　学
総合
科目 計 国　語 数　学 理　科 外国語

小論文
・作文

口述・
面接

書　類
英語
外部
試験

計

商学部 【日本留学試験】 450 *200 200 *200 850 400 400 1,250 選抜期日

日本語 「読解、聴解・聴読解」「記述」 2023年３月22日（水）

理科又は
総合科目 合格者発表日

数学 コース１又はコース２ 2023年３月25日（土）

【個別学力検査等】 入学手続日

その他 口述試験 2023年３月26日（日）

（コミュニケーション能力、論理的な思考力　
　などについて問う)

理学部 【日本留学試験】 450 200 200 850 200 200 200 200 800 1,650 選抜期日

　数学科 日本語 「読解、聴解・聴読解」「記述」 2023年３月22日（水）

理科 物理、化学、生物から２
数学 コース２ 合格者発表日

2023年３月25日（土）

【個別学力検査等】

数 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数Ａ・数Ｂ 入学手続日

理 物基・物、化基・化、生基・生、地基・地学から２ 2023年３月26日（日）

外 英

その他 口述試験

【日本留学試験】 450 200 200 850 400 400 800 1,650
日本語 「読解、聴解・聴読解」「記述」
理科 物理、化学、生物から２
数学 コース２

【個別学力検査等】

数 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数Ａ・数Ｂ

その他 口述試験

理学部 【日本留学試験】 450 200 200 850 200 200 200 200 800 1,650 選抜期日

　物理学科 日本語 「読解、聴解・聴読解」「記述」 2023年３月22日（水）

理科 物理と
化学、生物から１ 合格者発表日

数学 コース２ 2023年３月25日（土）

【個別学力検査等】 入学手続日

数 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数Ａ・数Ｂ 2023年３月26日（日）

理 物基・物と
化基・化、生基・生、地基・地学から１

外 英
その他 口述試験

【日本留学試験】 450 200 200 850 100 300 400 800 1,650
日本語 「読解、聴解・聴読解」「記述」
理科 物理と

化学、生物から１
数学 コース２

【個別学力検査等】

数 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数Ａ・数Ｂ
理 物基・物
その他 口述試験

・２科目を課す教科の配点は、合計得点を表しており、それぞれの配点は同点とします。
・＊印を付した配点は、選択教科・科目を表します。

配 点
合 計

出願期間等学域・学部等名 選抜方法 利用教科・科目名

日本留学試験 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等

[2]筆記試験と口述試験の両方を欠席した場合
日本留学試験、個別学力検査（数学）、口述試験、
出願書類を総合して判定します。

[1]口述試験のみを欠席した場合
日本留学試験、個別学力検査（数学、理科、外国
語）、口述試験、出願書類を総合して判定します。

[2]筆記試験と口述試験の両方を欠席した場合
日本留学試験、個別学力検査（数学、理科）、口述
試験、出願書類を総合して判定します。

物理、化学、生物から２又は総合科目

日本留学試験、口述試験、出願書類を総合して判定
します。

[1]口述試験のみを欠席した場合
日本留学試験、個別学力検査（数学、理科、外国
語）、口述試験、出願書類を総合して判定します。

※特別日程試験の口述試験は対面での実施のみとし、オンラインでの実施は行いません。



特別選抜　特別日程試験実施内容
 ●表中の教科・科目名の表記及び注意事項等について、各選抜の学生募集要項の記載を確認してください。

私費外国人留学生特別選抜

日本語 理　科 数　学
総合
科目 計 国　語 数　学 理　科 外国語

小論文
・作文

口述・
面接

書　類
英語
外部
試験

計

理学部 【日本留学試験】 450 200 200 850 200 200 200 200 800 1,650 選抜期日

　化学科 日本語 「読解、聴解・聴読解」「記述」 2023年３月22日（水）

理科 物理、化学、生物から２
数学 コース２ 合格者発表日

2023年３月25日（土）

【個別学力検査等】

数 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数Ａ・数Ｂ 入学手続日

理 物基・物と 2023年３月26日（日）

化基・化
外 英
その他 口述試験

【日本留学試験】 450 200 200 850 400 400 800 1,650
日本語 「読解、聴解・聴読解」「記述」
理科 物理、化学、生物から２
数学 コース２

【個別学力検査等】

数 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数Ａ・数Ｂ

その他 口述試験

※　口述試験は、理科（化学）の学力と学習意欲、

　学習能力等について行います。

理学部 【日本留学試験】 450 200 200 850 200 200 200 200 800 1,650 選抜期日

　生物学科 日本語 「読解、聴解・聴読解」「記述」 2023年３月22日（水）

理科 物理、化学、生物から２
数学 コース２ 合格者発表日

2023年３月25日（土）

【個別学力検査等】

数 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数Ａ・数Ｂ 入学手続日

理 物基・物、化基・化、生基・生、地基・地学から２ 2023年３月26日（日）

外 英

その他 口述試験

【日本留学試験】 450 200 200 850 200 600 800 1,650
日本語 「読解、聴解・聴読解」「記述」
理科 物理、化学、生物から２
数学 コース２

【個別学力検査等】

数 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数Ａ・数Ｂ

その他 口述試験

※　口述試験は、理科〔日本留学試験の受験科目〕の
　学力と学習意欲、学習能力等について行います。

・２科目を課す教科の配点は、合計得点を表しており、それぞれの配点は同点とします。

学域・学部等名 選抜方法 利用教科・科目名

日本留学試験 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等
配 点
合 計

出願期間等

[2]筆記試験と口述試験の両方を欠席した場合
日本留学試験、個別学力検査（数学）、口述試験、
出願書類を総合して判定します。

[1]口述試験のみを欠席した場合
日本留学試験、個別学力検査（数学、理科、外国
語）、口述試験、出願書類を総合して判定します。

[2]筆記試験と口述試験の両方を欠席した場合
日本留学試験、個別学力検査（数学）、口述試験、
出願書類を総合して判定します。

[1]口述試験のみを欠席した場合
日本留学試験、個別学力検査（数学、理科、外国
語）、口述試験、出願書類を総合して判定します。



特別選抜　特別日程試験実施内容
 ●表中の教科・科目名の表記及び注意事項等について、各選抜の学生募集要項の記載を確認してください。

私費外国人留学生特別選抜

日本語 理　科 数　学
総合
科目 計 国　語 数　学 理　科 外国語

小論文
・作文

口述・
面接

書　類
英語
外部
試験

計

理学部 【日本留学試験】 450 200 200 850 200 200 200 200 800 1,650 選抜期日

　地球学科 日本語 「読解、聴解・聴読解」「記述」 2023年３月22日（水）

理科 物理、化学、生物から２
数学 コース２ 合格者発表日

2023年３月25日（土）

【個別学力検査等】

数 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数Ａ・数Ｂ 入学手続日

理 物基・物、化基・化、生基・生、地基・地学から２ 2023年３月26日（日）

外 英

その他 口述試験

【日本留学試験】 450 200 200 850 800 800 1,650
日本語 「読解、聴解・聴読解」「記述」
理科 物理、化学、生物から２
数学 コース２

【個別学力検査等】

その他 口述試験

※　口述試験は、理科基礎と英語の学力について
　行います。

理学部 【日本留学試験】 450 200 200 850 200 200 200 200 800 1,650 選抜期日

　生物化学科 日本語 「読解、聴解・聴読解」「記述」 2023年３月22日（水）

理科 物理、化学、生物から２
数学 コース２ 合格者発表日

2023年３月25日（土）

【個別学力検査等】

数 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数Ａ・数Ｂ 入学手続日

理 物基・物、化基・化、生基・生、地基・地学から２ 2023年３月26日（日）

外 英

その他 口述試験

【日本留学試験】 450 200 200 850 400 400 800 1,650
日本語 「読解、聴解・聴読解」「記述」
理科 物理、化学、生物から２
数学 コース２

【個別学力検査等】

数 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数Ａ・数Ｂ

その他 口述試験

工学部 【日本留学試験】 200 100 100 400 250 200 150 100 700 1,100 選抜期日

　航空宇宙工学科 日本語 「読解、聴解・聴読解」「記述」 2023年３月22日（水）

　海洋システム工学科 理科 物理、化学
　機械工学科 数学 コース２ 合格者発表日

　建築学科 2023年３月25日（土）

　都市学科 【個別学力検査等】
　電子物理工学科 数 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数Ａ・数Ｂ 入学手続日

　情報工学科 理 物基・物と 2023年３月26日（日）

　電気電子システム工学科 化基・化
　応用化学科 外 英
　化学工学科 その他 口述試験・面接
　マテリアル工学科
　化学バイオ工学科 【日本留学試験】 200 100 100 400 200 200 600

日本語 「読解、聴解・聴読解」「記述」
理科 物理、化学
数学 コース２

【個別学力検査等】
その他 口述試験・面接

・２科目を課す教科の配点は、合計得点を表しており、それぞれの配点は同点とします。

配 点
合 計

出願期間等学域・学部等名 選抜方法 利用教科・科目名

日本留学試験 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等

[1]口述試験のみを欠席した場合
日本留学試験、個別学力検査（数学、理科、外国
語）、口述試験、出願書類を総合して判定します。

[2]筆記試験と口述試験の両方を欠席した場合
日本留学試験、口述試験、出願書類を総合して判定
します。

[1]口述試験・面接のみを欠席した場合
日本留学試験、個別学力検査（数学、理科、外国
語）、口述試験・面接、出願書類を総合して判定
します。

[2]筆記試験と口述試験・面接の両方を欠席した場合
日本留学試験、口述試験・面接、出願書類を総合し
て判定します。

[1]口述試験のみを欠席した場合
日本留学試験、個別学力検査（数学、理科、外国
語）、口述試験、出願書類を総合して判定します。

[2]筆記試験と口述試験の両方を欠席した場合
日本留学試験、個別学力検査（数学）、口述試験、
出願書類を総合して判定します。



特別選抜　特別日程試験実施内容
 ●表中の教科・科目名の表記及び注意事項等について、各選抜の学生募集要項の記載を確認してください。

私費外国人留学生特別選抜

日本語 理　科 数　学
総合
科目 計 国　語 数　学 理　科 外国語

小論文
・作文

口述・
面接

書　類
英語
外部
試験

計

農学部 【日本留学試験】 ◎ ◎ ◎ ◎ 200 ◎ ◎ 200 200 選抜期日

　応用生物科学科 日本語 「読解、聴解・聴読解」「記述」 2023年３月22日（水）

　生命機能化学科 理科 物理、化学、生物から２
　緑地環境科学科 数学 コース２ 合格者発表日

2023年３月25日（土）

【個別学力検査等】
その他 口述試験・面接 入学手続日

その他 出願書類 2023年３月26日（日）

その他 TOEFL <応用生物科学科> iBT 71点以上
　　  <生命機能化学科> 出願に必要な成績要件

                       はありません。
　　  <緑地環境科学科> iBT 61点以上

獣医学部 【日本留学試験】 450 200 200 850 100 100 120 320 1,170 選抜期日

日本語 「読解、聴解・聴読解」「記述」 2022年12月３日（土）

理科 物理、化学、生物から２
数学 コース２ 合格者発表日

2022年12月14日（水）

【個別学力検査等】
その他 小論文 入学手続期限

その他 口述試験・面接 2022年12月22日（木）

その他 TOEFL iBT　出願に必要な成績要件はありません。

看護学部 【個別学力検査等】 ◎ 選抜期日

その他 面接 2023年３月22日（水）

※　日本留学試験とTOEFLは出願要件として用い 合格者発表日

　ます。 2023年３月25日（土）

入学手続日
2023年３月26日（日）
2023年３月27日（月）

生活科学部 【日本留学試験】 均等型 選抜期日

　食栄養学科 日本語 「読解、聴解・聴読解」「記述」 100 150 100 350 150 150 150 ◎ 450 800 2023年３月22日（水）

理科 物理、化学、生物から２
数学 コース１又はコース２ 合格者発表日

2023年３月25日（土）

【個別学力検査等】

数 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ａ・数Ｂ 理数重点型 入学手続日

理 化基・化、生基・生から１ 100 150 100 350 175 175 100 ◎ 450 800 2023年３月26日（日）

外 英
その他 口述試験

【日本留学試験】 均等型
日本語 「読解、聴解・聴読解」「記述」 100 150 100 350 ◎ 350
理科 物理、化学、生物から２
数学 コース１又はコース２

【個別学力検査等】
その他 口述試験（英語を含む） 理数重点型

50 150 150 350 ◎ 350

・２科目を課す教科の配点は、合計得点を表しており、それぞれの配点は同点とします。

※面接は100点の配点を設けるとともに、入学者
受入れの方針（アドミッション・ポリシー）に
基づき「合」「否」でも判定します。面接の結果
により、獣医学を修学する上での適正に欠けると
判断された場合は合計点にかかわらず不合格とし
ます。

選抜方法学域・学部等名 出願期間等
配 点
合 計

個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等日本留学試験

利用教科・科目名

日本留学試験、口述試験・面接、出願書類、TOEFLを
総合して判定します。

日本留学試験、小論文、口述試験・面接、出願書
類、TOEFLを総合して判定します。

面接、出願書類を総合して判定します。

[1]口述試験のみを欠席した場合
日本留学試験、個別学力検査（数学、理科、外国
語）、口述試験、出願書類を総合して判定します。

[2]筆記試験と口述試験の両方を欠席した場合
日本留学試験、口述試験を総合して判定します。

◎面接は、国語力を問う内容と入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシー）に基づき

「合」「否」で判定します。

◎日本留学試験、TOEFL、出願書類は、入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）に

基づき「合」「否」で判定します。

◎口述試験は、入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）に基づき「合」「否」で判

定します。

◎口述試験は、入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）に基づき「合」「否」で判

定します。

◎口述試験は、入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）に基づき「合」「否」で判

定します。

◎口述試験は、入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）に基づき「合」「否」で判

定します。



特別選抜　特別日程試験実施内容
 ●表中の教科・科目名の表記及び注意事項等について、各選抜の学生募集要項の記載を確認してください。

私費外国人留学生特別選抜

日本語 理　科 数　学
総合
科目 計 国　語 数　学 理　科 外国語

小論文
・作文

口述・
面接

書　類
英語
外部
試験

計

生活科学部 【日本留学試験】 100 *50 50 *50 200 150 150 ◎ 300 500 選抜期日

　居住環境学科 日本語 「読解、聴解・聴読解」「記述」 2023年３月22日（水）

理科又は
総合科目 合格者発表日

数学 コース１又はコース２ 2023年３月25日（土）

【個別学力検査等】 入学手続日

数 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ａ・数Ｂ 2023年３月26日（日）

外 英
その他 口述試験

【日本留学試験】 100 *50 50 *50 200 ◎ 200
日本語 「読解、聴解・聴読解」「記述」
理科又は
総合科目
数学 コース１又はコース２

【個別学力検査等】
その他 口述試験（英語を含む）

生活科学部 【日本留学試験】 100 *50 50 *50 200 *150 *150 150 ◎ 300 500 選抜期日

　人間福祉学科 日本語 「読解、聴解・聴読解」「記述」 2023年３月22日（水）

理科又は
総合科目 合格者発表日

数学 コース１ 2023年３月25日（土）

【個別学力検査等】 入学手続日

国 国語総合・現代文Ｂ 2023年３月26日（日）

数 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ａ・数Ｂ
外 英
その他 口述試験

【日本留学試験】 100 *50 50 *50 200 ◎ 200
日本語 「読解、聴解・聴読解」「記述」
理科又は
総合科目
数学 コース１

【個別学力検査等】
その他 口述試験（英語を含む）

・２科目を課す教科の配点は、合計得点を表しており、それぞれの配点は同点とします。
・＊印を付した配点は、選択教科・科目を表します。

配 点
合 計

出願期間等学域・学部等名 選抜方法 利用教科・科目名

日本留学試験 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等

[2]筆記試験と口述試験の両方を欠席した場合
日本留学試験、口述試験を総合して判定します。

物理、化学、生物から２又は総合科目

[2]筆記試験と口述試験の両方を欠席した場合
日本留学試験、口述試験を総合して判定します。

物理、化学、生物から２又は総合科目

[1]口述試験のみを欠席した場合
日本留学試験、個別学力検査（国語又は数学、外国
語）、口述試験、出願書類を総合して判定します。

[1]口述試験のみを欠席した場合
日本留学試験、個別学力検査（数学、外国語）、
口述試験、出願書類を総合して判定します。

物理、化学、生物から２又は総合科目

物理、化学、生物から２又は総合科目

◎口述試験は、入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）に基づき「合」「否」で判

定します。

◎口述試験は、入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）に基づき「合」「否」で判

定します。

◎口述試験は、入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）に基づき「合」「否」で判

定します。

◎口述試験は、入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）に基づき「合」「否」で判

定します。
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