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2023年度　第２年次学士編入学学生募集要項

名古屋大学医学部医学科

１．目　的
　卓越した研究のブレイクスルーには、幅広い学際性から得られる、従来とは異なった視点や

発想、手法、技術が大きな原動力となります。近年の生命科学・医学の研究においても、その

傾向がますます高まっています。2018年３月に「指定国立大学法人」となった名古屋大学は、

世界最高水準の教育研究活動をこれまで以上に期待されており、生命科学・医学はその活動の

柱のひとつです。時代を先取りする意欲と解決力を備え、世界レベルで活躍できるような医学

研究者を養成することをミッションとして、名古屋大学医学部医学科は、医師養成課程以外の

生命科学系あるいは理工学系等出身の、多様な経験を有する人材を２年次編入学生として選抜

します。

２．募集人員　４名

３．入学後の学習と研究
　本制度では、２年次への編入学となります。一般の学生が１年次に習得する医学専門科目につ

いては、２年次および３年次に履修します。この制度は、医学研究者を養成することを目的とし

ているため、在学中の５年間は研究室に加わり、積極的に研究に取り組むことが求められます。

特に研究成果については発表会で評価を受けます。また、入学前・在学中の研究やベッドサイド

での学習・診療の体験を生かして、博士課程に入学し卒後研究が行われることが期待されていま

す。

４．出願資格
（ｱ）修業年限４年以上の大学卒業者及び2023年３月末日までに卒業見込みの者（医学部医学科の

在学者及び卒業した者を除く）で、かつ、下記の「修得を必要とする科目及び単位数」を修得

した者。

（ｲ）学校教育法第104条第７項の規定により学士の学位（医学を除く）を授与された者で、かつ、

下記の「修得を必要とする科目及び単位数」を修得した者。

（ｳ）外国において、学校教育における16年以上の課程（医学を履修する課程を除き、日本におけ

る通常の課程による学校教育の期間を含む。）を修了した者（学校教育における15年の課程を

修了し、学士の学位に相当する学位を取得したと本学において認めた者を含む。）及び2023年

３月末日までに修了見込みの者で、かつ、次頁の「修得を必要とする科目及び単位数」を修
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得した者。（②による事前照会を行って下さい）

【修得を必要とする科目及び単位数】

①　一般教育科目のうち、数学、物理学、化学、生物学について合計34単位以上

（ただし、専門教育科目のなかの数学「基本的な情報処理方法に関する科目を除く」、物理学、

化学及び生物学の分野の単位を加えることができる。）

※単位に関する問い合わせは、成績証明書と科目の内容が分かる資料（シラバス等）および具

体的な問い合わせ内容を記したメモを付けて、2022年５月24日（火）〔必着〕までに文書で

照会して下さい。

②　４. 出願資格（ウ）で出願する場合は、履歴書（本学部所定のもの）、卒業（見込）証明書、

成績証明書、修得科目の内容の分かる資料（シラバス等）及び総授業時間数等の資料を付けて

2022年５月24日（火）〔必着〕までに文書で照会し、出願資格の有無について確認を行って下

さい。なお、提出した書類は返却しません。

５．出願手続
⑴　出願書類の提出

　郵送に限ります。（持参不可）

　出願にあたっては、「出願に要する書類」を一括して本学所定の封筒に入れ、必ず書留郵便

で送付して下さい。

　なお、「出願に要する書類」を受理したときは、７月中旬頃に「受験票」を送付します。

⑵　出願書類の郵送先

　（〒466－8550）

　　名古屋市昭和区鶴舞町65

　　名古屋大学医学部・医学系研究科学務課　編入学試験担当あて

⑶　受理期間

　2022年６月22日（水）から同年６月28日（火）16時必着

⑷　出願に要する書類

①
入学志願票
（本学部所定のもの）

必要事項をそれぞれ楷書で記入して下さい。

②
医学研究者を志望する理由
（本学部所定様式）

それぞれ所定の様式に、記入または同様のものを文書
作成ソフトで作成して下さい。

③
現在までの研究について
（本学部所定様式）

④
研究業績
（本学部所定様式）

⑤

・成績証明書
・卒業（見込）証明書
・大学院修了（見込）証明書
（該当者のみ）

出身大学学部長（又は大学院研究科長）が作成したも
の。また、大学院在学者及び修了者は、大学院の証明
書も併せて提出して下さい。改ざん防止の用紙等使用
の場合は、厳封でなくても可。
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⑥
受験票・写真票
（本学部所定のもの）

必要事項を記入の上、写真票には出願前３ヶ月以内に
撮影した写真を貼付して下さい。（上半身、脱帽、正面
写、たて４㎝・よこ３㎝）

⑦

検定料 入学検定料　30,000円
入学検定料は、（5）入学検定料の払込方法を読んで、
コンビニエンスストアで払い込んでください。コンビ
ニエンスストアで受領した「収納証明書」を志願票の
所定欄に貼ってください。

⑧

返信用封筒
（本学部所定のもの）

出願者本人の受信場所、郵便番号、氏名を記入し、354
円分の郵便切手を貼って下さい。なお、団地・アパー
ト等に居住している者は、棟番号、戸番まで必ず記入
して下さい。

⑨
あて名シール（４枚）（第
２次選考・最終合格通知用）
（本学部所定のもの）

出願者本人の受信場所、郵便番号、氏名を記入して下
さい。なお、団地・アパート等に居住している者は、
棟番号、戸番まで必ず記入して下さい。

⑸　入学検定料の払込方法

1  入学検定料　30,000円

　※別途、払込手数料（616円）が必要となります。

2  払込期間（日本時間）

　出願期間中に、支払いを行ってください。

3  払込方法

　入学検定料の支払いは、コンビニエンスストア（日本国内のみ）で行ってください。

　詳細については、10頁「コンビニでの入学検定料支払方法」を確認してください。

4  入学検定料の返還について

　出願書類を受理した後は、納入済みの入学検定料は返還いたしません。ただし、以下に該当

する場合は、納入された入学検定料を返還します。なお、返還にかかる振込手数料は差し引か

せていただきます。

ア　入学検定料納入後、出願しなかった場合又は出願が受理されなかった場合

イ　入学検定料を二重に払い込んだ場合

※入学検定料の返還は銀行振込で行われます。

　返還請求方法については、名古屋大学ホームページ（http://www.nagoya-u.ac.jp/）→入学

案内→学部入試→学部（３年次・２年次）編入学試験→検定料の支払いについて　を確認して

ください。

６．障害のある者等の出願
　障害等があって試験場での特別な配慮を必要とする者にあっては、2022年５月24日（火）〔必着〕

までに、以下３点を添えて、その旨を文章で申し出てください。

１）受験上の配慮申請書（障害の状況、受験上配慮を希望する事項とその理由等を記載したもの、
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様式随意、Ａ４サイズ）

２）障害等の状況が記載された医師の診断書、障害者手帳等（写しでもよい）。

３）障害等の状況を知っている第３者の添え書（専門家や出身学校関係者などの所見や意見書）。

４）適宜それ以外の書類を添付しても構わない。

　なお、受験や入学後の修学に関して相談の希望がある場合も、2022年５月24日（火）〔必着〕

までに文章でお問い合わせください。

７．入学者選抜方法
　入学者の選抜は第１次選考（筆記試験）及び第２次選考（小論文、面接）により医学研究者と

しての適性を重視して行います。

⑴　第１次選考

　筆記試験を行い、募集人数の２～３倍程度（予定）を第１次合格者として判定します。筆記

試験は、英語と生命科学を中心とする自然科学を対象とします。

試 験 期 日 試 験 科 目 試 験 時 間

2022年７月28日（木）
英　　　語 10：00 ～ 11：30

生命科学を中心とする自然科学 13：00 ～ 14：30

⑵　第２次選考

　第１次選考合格者に対して第２次選考 （小論文、 面接） を行います。 

試 験 期 日 試 験 科 目 試 験 時 間

2022年８月25日（木）
小　論　文 10：00 ～ 11：30

面　　　接 13：00 ～

８．試験場
　名古屋大学医学部医学科（名古屋市昭和区鶴舞町65）

　詳細については、Ｐ８とＰ９の試験場案内を参照して下さい。

９．合格者発表
⑴　日時・方法

日　時：第１次選考合格者発表　2022年８月４日（木）正午

最終合格者発表　　　　2022年９月９日（金）正午

方　法：本学の下記サイトで合格者の受験番号を掲示します。

https://www.med.nagoya-u.ac.jp/medical_J/ →入学案内→お知らせ

【注】第１次選考合格者には第１次試験合格者の受験番号一覧を、最終合格者
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には合格通知書を郵送します。

※電話等による合格、不合格の照会には一切応じません。

10．注意事項
⑴　入学志願票等には、所定事項を黒色インク又は黒色ボールペンで記入して下さい。文字は楷

書で記入して下さい。また、枠からはみ出さないようにして下さい。

⑵　志願票類等に不備がある場合は受理しないことがありますので十分注意して下さい。※のあ

る欄は記入しないで下さい。

⑶　一度受理した志願票類等の返却及び記入事項の変更は認めません。ただし、連絡先に変更

がある場合は速やかに連絡して下さい。

⑷　入学志願票に虚偽の記載をした者は、入学決定後であっても許可を取り消すことがあります。

⑸　受験の際は、必ず受験票を持参して下さい。

⑹　入学試験、合格発表等で来学する際は自家用車は入構できませんので、公共交通機関を利用

して下さい。

⑺　入学後の履修方法等についてはガイダンスを実施します。なお、ガイダンスの日時等の詳細

は合格発表後通知します。

⑻　この制度による入学者は、第２年次から第６年次まで名古屋大学の教室にて研究を行い、そ

の成果を提出するとともに発表会にて発表することが求められます。

⑼　本学科卒業時には、医師国家試験の受験資格が得られます。

⑽　災害や新型コロナウイルス感染症の流行等により、試験日程や選抜内容等に変更が生じた

場合は、次の医学部医学科ウェブサイトにより周知しますので、出願前や受験前は特に注意

して下さい。

　　https://www.med.nagoya-u.ac.jp/medical_J/　→入学案内→お知らせ

11．入学手続
　入学手続きは2023年３月を予定しています。

　入学手続の詳細については、最終合格者に通知します。

　なお、合格者であって本学への入学の意思がなく、入学辞退しようとする者は、「入学辞退届」

（入学手続き書類に同封する、所定の様式）を以下の住所に送付して下さい。

　（〒466－8550）

　　　名古屋市昭和区鶴舞町65

　　　名古屋大学医学部・医学系研究科学務課　編入学試験担当あて
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12．追加合格

　入学手続完了者が入学定員に満たない場合には、合格者の追加を行います。

　追加合格の通知は、入学志願票に記入された受信場所へ電話により、本人に直接連絡します。

　なお、問い合わせには、一切応じません。

13．入学料及び授業料
入学料　　　　　282, 000円（入学手続時に納入）[ 予定額 ]

授業料　　前期分267, 900円（年額535, 800円）　  [ 予定額 ]

注１　入学時または在学中に授業料等学生納入金の改定が行われた場合には、改定時から新

たな学生納入金額が適用されます。

14．個人情報の取り扱い
⑴　個人情報については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」及び「名

古屋大学における個人情報の保護に関する規程」に基づき、適切に管理し、利用目的以外には

利用しません。

⑵　出願時に得た住所、氏名、生年月日その他の個人情報については、入学者選抜、合格発表、

入学手続業務を行うために利用します。

⑶　入学者選抜に用いた試験成績は、今後の入学者選抜方法の検討資料の作成のために利用し

ます。

【学士編入学等に関する問い合わせ先】

（〒466－8550）

名古屋市昭和区鶴舞町65

名古屋大学医学部・医学系研究科学務課　編入学試験担当

tel：052－744－2430

mail：iga-1
いち

gak ＠ adm.nagoya-u.ac.jp

【募集要項の入手方法】

　募集要項を郵送で請求する場合は、宛名及び郵便番号を明記し、210円切手を貼った角形２号の

封筒（縦約33㎝×横約24㎝）を同封のうえ上記「問い合わせ先」に申し込んで下さい。

　その際、封筒の表に「医学科第２年次学士編入学学生募集要項請求」と朱書して下さい。
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【名古屋大学医学部医学科　学士編入学試験　過去問題の閲覧について】

　過去の入試問題は、著作権上問題があるため、医学部・医学系研究科学務課学務係での閲覧の

みとなりますので、ご了承願います。閲覧可能時間は８：30 ～ 17：15です。

　閲覧の際には、運転免許証等の身分を証明できるものを提示願います。

　また、学内に限りその証明書をお預かりし、一定時間内での貸出しをすることは可能ですが、

コピーを取ることはできませんので、ご留意願います。

【申込・過去問題閲覧・お問合わせ先】

（〒466－8550）

名古屋市昭和区鶴舞町65

名古屋大学医学部・医学系研究科学務課　編入学試験担当

tel：052－744－2430

mail：iga-1
いち

gak@adm.nagoya-u.ac.jp
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試験場案内略図
　場所：名古屋大学医学部医学科

　　　　名古屋市昭和区鶴舞町65

　　　　tel：052－744－2430
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試験場配置図


	本文
	01入学志願票
	02医学研究者を志望する理由
	03現在までの研究について
	04研究業績
	05履歴書
	06写真票・受験票
	08宛名シール
	09長３封筒
	10角２封筒



