
２０２２年度

学生募集要項
医 学 部

一般入試（新潟県地域枠）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、選抜方法等が変更になる場合があります。

変更があった場合には本学ホームページにて告知いたしますので、必ずご確認ください。
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 入試についてのお問い合せ 

東邦大学医学部入試係
〒１４３-８５４０ 東京都大田区大森西５丁目２１番１６号　電話 ０３－５７６３－６６７０（直通）

※１次試験当日のお問い合わせ先　電話 ０８０－３５７５－４１５１（１月２６日のみ通話可能）

入試当日の電車遅延等の緊急対応については
ホームページのトップに情報を逐次公開します。

https://www.toho-u.ac.jp/
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２０２２年度 医学部入学試験概要

合格発表試験日・試験場出願期間募集人員試験区分

１次試験：
　２０２１年１１月２６日金
　正午

２次試験：
　２０２１年１２月８日水
　正午

１次試験：
　２０２１年１１月１９日金
　試験場：大森キャンパス

２次試験：
　２０２１年１２月４日土
　試験場：大森キャンパス
　（１次試験合格者のみ）

郵便受付：
　２０２１年１１月１日月～
　２０２１年１１月４日木必着

窓口受付：
　２０２１年１１月４日木
　９：００～１７：００

約１０名総合入試

約５名同 窓 生
子女入試

郵便受付：
　２０２１年１１月１日月～
　２０２１年１１月10日水必着

３名
推薦入試
（公募制－
新 潟 県
地 域 枠 ）

学校長を経由して
発表学校長を経由して出願約２５名推薦入試

（付属校制）

１次試験：
　２０２２年１月３１日月
　正午

２次試験：
　２０２２年２月７日月
　正午

１次試験：
　２０２２年１月２６日水
　試験場：五反田TOCビル
　　　　　大森キャンパス

２次試験：
　２０２２年２月３日木・４日金
　のいずれか１日
　試験場：大森キャンパス
　（１次試験合格者のみ）

郵便受付：
　２０２１年１２月１３日月～
　２０２２年１月１８日火必着

窓口受付：
　２０２２年１月１７日月・１８日火
　９：００～１７：００

 約７０名※一般入試

５名
一般入試
（千葉県
地域枠）

 ２名※
一般入試
（新潟県
地域枠）

募集人員・試験日程

※総合入試、同窓生子女入試、推薦入試（付属校制）の結果、入学予定者が募集人員に満たない場合は、
一般入試の募集人員に充てます。
※推薦入試（公募制－新潟県地域枠）の結果、入学予定者が募集人員に満たない場合は、一般入試（新潟
県地域枠）の募集人員に充てます。
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医　　学　　部

　本学の建学の精神である「自然・生命・人間」を礎に、自然に対する畏敬の念を持ち、生命の尊厳を自
覚し、人間としての謙虚な心を原点として、かけがえのない自然と人間を守るため、豊かな人間性と均衡
のとれた知識と技能を有する「より良き臨床医」の育成を医学部の教育目標に掲げています。
　医学部は、この教育目標を達成するために、医学知識および技能の教育にとどまらず、患者中心の医療
を実践するための幅広い教養教育に基づいた豊かな人間性を涵養します。そして、少人数グループによる
課題解決型学習を通して、進歩し続ける医学・医療に対応できるだけでなく、患者やその家族、他職種か
らの深い信頼を得られる医師を養成します。さらに、多様な語学教育を通じて、異なる文化・民族的背景
を持つ人々への医療を提供できる人材の育成に努めます。
　そこで、本学部は、以下のような資質を備えた人材を積極的に受け入れます。

入学者に求める能力
医学的知識：医学的知識を修得するために必要な基礎学力を有している。
実 践 能 力：医師としての基本的技能を修得するために必要な能動的学修者としての姿勢を有している。
　　　　　　　自らの行動を振り返り、主体的に自身の行動を改善する姿勢を有している。
患者対応能力：他者の価値観を尊重する姿勢を有している。
　　　　　　　他者と良好な関係を築くための基本的なコミュニケーション能力を有している。
科学的探究心：自然・生命現象に対する強い興味・関心を有している。

事実や意見、データなどから、適切な情報を読み解く力と、問題意識に基づいてまとめる
力を有している。

社会・地域への貢献：社会情勢に対する強い興味・関心を有している。
　　　　　　　地域・社会における医療の役割を積極的に考える姿勢を有している。
国　 際　 性：異なる文化・民族的背景を持つ人に配慮する姿勢を有している。
　　　　　　　外国語の修得に熱心である。

建　学　の　精　神

「自然・生命・人間」

　「自然に対する畏敬の念を持ち、生命の尊厳を自覚し、人間の謙虚な心を原点として、かけがえのない自然と人間を守
るための、豊かな人間性と均衡のとれた知識・技能を育成する」

教　育　の　理　念

アドミッション・ポリシー
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　医学部は、成熟社会の健康医療を推進できる人間的な温かさと高い実践能力を持った『より良き臨床医』の育成を
目指しています。２０１６年度から導入される新しいカリキュラムでは、臨床実習を４年次から行い、実習内容を量・質
ともに充実させ、医師としての基礎力の向上を図ります。また増大する医学的知識に対応するためには、能動学習を
生涯にわたり継続する姿勢が必須です。そこで新しいカリキュラムでは授業時間を１コマ６０分に短縮するとともに、
統合型の講義・実習を取り入れて全授業時間を縮小します。代わりに自学自習時間を大幅に増やすことで、学生の自
己研鑽能力を高め生涯学習の姿勢を養います。この新しいカリキュラムは医学教育の国際基準にも対応しています。
医学的知識と実践能力
　一貫した理解を促すために医学準備科目と基礎医学を統合型とし、さらに、PBLテュートリアルを組み込んだハイ
ブリッド型のカリキュラムを提供することにより、効率的かつ能動的に学習するとともに、省察力の育成を目指しま
す。１年次から２年次前半では「生体の構造」「生体の機能」「生体物質の科学」「医用理工学」の４系統に分類し、
正常人体の構造・機能を総合的に学びます。２年次では「病態の科学」として、疾病時の人体の構造・機能の変化を
学びます。臨床医学では、３年次までに臨床医学の基礎を臓器別に学ぶとともに、社会医学の基本を学び、３年次末
に全国統一試験である共用試験を受験します。合格後、４年次では全診療科で実施する基本臨床実習で実臨床を学び
つつ、医療の実践に必要な横断的な臨床知識と臨床推論能力を修得します。５年次から６年次にかけて、付属病院は
もとより国内外の医療施設で診療参加型臨床実習を行い、医師としての実践能力を高めます。６年次後半には、統合
型臨床医学演習を行い知識の統合化を図ります。
患者対応能力
　全人的医療人教育科目を１年次から６年次まで配置し、医学の学びに合わせて、医療人として必要な態度や責任感、
倫理観、コミュニケーション能力を醸成します。早期より医療現場において体験実習を行うことにより、医学生とし
ての自覚を促します。４年次から６年次では臨床実習を通じて、医師としてあるべき姿を学びます。人文・社会学系
科目、選択科目で、幅広い教養と豊かな人間性を涵養します。
科学的探究心
　１年次から３年次に約２０％のフレキシブルタイムを設けることで、自学自習の姿勢を育み、医学の進歩に対応する
ための能動学習の重要性について自覚を促します。１年次から６年次までの間、基礎および臨床医学研究室への自由
なアクセスを可能にし、卒業までに学術論文を書き上げることで科学的思考体系を身につけます。早期から医学研究
への関心を高めるとともに、臨床実習においても問題意識を持って学び、実践する重要性を理解し、生涯にわたる科
学的探究心を醸成します。
社会・地域への貢献
　１年次の全人的医療人教育実習では地域の介護施設実習を、５年次には地域の診療所および中核医療施設での臨床
実習を行い、地域医療について実践を通じて学びます。３年次の社会医学科目において、日本や世界の医療・社会保
障制度と、様々なライフステージにおける保健の役割について学びます。多職種連携教育に関する科目では、地域・
社会においてチーム医療の果たす役割について他学部の学生と共に学びます。
国際性
　１年次から４年次まで英語を必修とし、４年次末に英語による医療面接試験を行います。また選択科目には、英語
以外の外国語科目を導入しています。自分と文化的背景の異なる他者を理解する視点を、全人的医療人教育、選択科
目、人文・社会学系科目によって養います。休暇期間中には短期外国語科目研修プログラム、６年次には国外医療施
設での選択制臨床実習を設定し、すべての学生に履修を推奨しています。また、国外から積極的に受け入れている臨
床実習学生と共に学ぶことで、国際的視野を養います。

医学部
学士（医学）
　医学部において、所定の履修過程を修了し、以下に示すコンピテンシーを身に付けた者に学士（医学）の学位を授
与します。
医学的知識
　医療の基盤となっている基礎医学・臨床医学・社会医学の知識を修得し、的確な思考過程と判断力に基づいて、そ
れらを医療現場で生かすことができる。
実践能力
　医師としての職責を十分に自覚し、倫理的配慮の下に患者個人や多職種の専門性を尊重した態度をとることができ
る。また、適切で効果的な診療を行うための基本的な技能を実践できる。
患者対応能力
　患者やその家族の尊厳・意志を尊重し、かつ、医療従事者の信頼を得られる思考と態度を身に付け、相互理解と信
頼の下に、適切な情報のやり取りができる。
科学的探究心
　医学領域での研究の意義を理解し、論理的・批判的な思考に基づいて問題点を見出し追求できる素養を身に付け、
生涯にわたり自己研鑽を続ける意欲と態度を有している。
社会・地域への貢献
　有限な保健・福祉・医療の資源を適切に活用することで、社会・地域で求められる医療を実践し、その改善に努め
ることができる。
国際性
　語学力の修得に加え、医学に偏らない幅広い教養を身に付けることにより、国・人種・文化の違いに配慮した医療
を実践できる。

カリキュラム・ポリシー

ディプロマ・ポリシー
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医 学医 学 部部

１．入学者選抜方法の趣旨
　数学・理科（生物・物理・化学より２科目選択）・英語の筆記試験を行い、これらの科目の基礎知識
と応用力を確認します。基礎学力の試験では、文章や図表の内容の理解度やそれらを論理的に表現する
力、科学的判断力を確認します。面接では、自分の考えを他者に明確に伝えることができるコミュニ
ケーション能力、異なる意見を持つ他者の意見を尊重する態度を有していることを確認します。また医
学・医療に関する強い興味や向学心、自主性や積極性などを有していることも確認します。日常の成績
や態度に関しては高校の調査書により、医学を学ぶための基礎学力・語学力を有していること、コミュ
ニケーション能力や向学心を有していることを確認します。

２．募　集　人　員
　　医学部　２名
※推薦入試（新潟県地域枠）の結果、入学予定者が募集人員に満たない場合は、一般入試（新潟県地
域枠）の募集人員に充てます。 

募集について

　新潟県地域枠入試は、新潟県の医師養成修学資金貸与制度による医師修学資金貸与を希望する学生
を選抜する入試区分です。

　新潟県の医師養成修学資金貸与制度は、地域における医師不足や地域偏在を解消するため、地域医
療に貢献しようとする意志を持つ医学生を対象に、将来、新潟県内の地域医療を担おうとする気概と
情熱に富んだ医学生に対し、修学資金を貸与する制度です。

制度の概要
１　貸与金額：月額　3０万円
　　　　　　　６年間合計　2,160万円
２　貸与期間：令和４年４月から正規の修学期間を終了する月まで
３　免除要件：大学を卒業した後、２年以内に医師の免許を取得し、その後新潟県が指定する医療機

関等に９年間在職すること。（９年間には初期臨床研修の２年間を含む。）

　詳細は、医師ナビにいがたのホームページ等で必ず確認し出願してください。
　https://www.ishinavi-niigata.jp/
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医 学医 学 部部
３．出　願　資　格
　下記に該当する者
１　高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ）を卒業した者および２０22年３月卒業見込みの者
２　通常の課程による１２年の学校教育を修了した者および２０22年３月修了見込みの者
３　学校教育法施行規則第１５０条の規定により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めら
れる者および２０22年３月３１日までにこれに該当する見込みの者（以下「有資格者」という）
a　外国において、学校教育における１２年の課程を修了した者および２０22年３月３１日までに修了見込
みの者またはこれらに準ずる者で文部科学大臣が指定した者
ｂ　文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課
程を修了した者および２０22年３月３１日までに修了見込みの者
c　文部科学大臣の指定した者
d　文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）に合格した者および２０22
年３月３１日までに合格見込みの者
e　その他本学において、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
　　　（注意）医師法の定める医師免許取得に障害のある者は原則として出願できません。
４　合格をした場合、入学を確約できる者
５　入学後に「新潟県医師養成修学資金（※）」の貸与を受け、本学卒業後に、医師として新潟県が指定
する医療機関等に９年間従事することを誓約できる者（出身地域は問いません）
６　本修学資金の貸与を受けるにあたり、保証人を２名たてることができる者
７　新潟県内で夏季休暇等を利用して行う地域医療に関する実習（２～３日間程度）に毎年（１～５年
生まで）必ず参加すること。
　　　（※）医師ナビにいがた参照
　　 　　https://www.ishinavi-niigata.jp/

　
４．そ　　の　　他
１　一般入試と併願することができます。
２　一般入試（千葉県地域枠）との併願はできません。
３　一般入試（新潟県地域枠）と一般入試を併願した者のうち、一般入試（新潟県地域枠）に合格した
者は、一般入試の選抜対象外とします。 
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医 学医 学 部部

出願方法について
１．出　願　期　間
 Web出願登録 ：２０２１年１２月１３日（月）～２０２２年１月１８日（火）１３：００
 検定料支払い期間 ：２０２１年１２月１３日（月）～２０２２年１月１８日（火）１５：００
 郵 送 受 付 ：２０２１年１２月１３日（月）～２０２２年１月１８日（火)（必着）
 窓 口 受 付 ：２０２２年１月１７日（月）・１８日（火）９：００～１７：００

２．出願書類と入学検定料
１　Web志願票
書類等に不備があった場合には、Web出願時に入力された電話番号に連絡しますので、確実に連絡
の取れる電話番号を複数入力してください。
顔写真データ（JPEG、BMP、PNGデータ形式でWeb出願サイトからアップロードしてください。
２MBまで。）
上半身正面向き・無帽・無背景・タテ４cm×ヨコ３cm・カラー
出願から３ヵ月以内に撮影したもの。
【使用できない写真例】
不鮮明、背景が暗い、顔が横向き、複数名で写っている、画像に加工を施している、現像された写
真を再撮影しているもの等。入学後に学生証の写真とするため、高校の制服着用不可。

２　出身高等学校調査書　１通
a　高等学校長が作成し厳封したものを提出してください。（２０２１年１０月１日以降発行のもの）
被災その他の事情により調査書が得られない場合・高等学校卒業後５年以上経過し、調査書が発

識 竺鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫

行できない場合は卒業証明書（又は、卒業見込証明書）を提出してください。
識 竺鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫

ｂ　高等学校卒業以降の学歴（卒業）を有する場合（短大・大学・大学院）は、最終学歴にかかる出
識 竺鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫

身校の卒業証明書を提出してください。（２０２１年１月１日以降発行のもの）（その場合、高校の調査
識 竺鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫

書の提出は不要です。）
識 竺鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫

注）ただし、在学中（卒業見込者含む）・中退・休学の場合は出身高等学校の調査書を提出してください。
識 竺鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫

c　高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）に合格した者は、その合格証明書および成績
証明書（各１通）を提出してください｡
　なお、免除科目がある場合は、当該科目修得を証明する高等学校等の証明書をそえて提出してください。

３　志望理由書
４　誓約書（本学提出用）（記入の際は入学確約入試であることを理解して記入してください。）
5　新潟県医師養成修学資金貸与申請書・所信書（新潟県提出用）
６　誓約書（新潟県提出用）
７　同意書（新潟県提出用）
※３～７はWeb出願サイトから様式（A４用紙１枚）を印刷し、ボールペンまたは万年筆で手書き
で記入し提出してください。
　なお、５の申請書・所信書はA４用紙１枚に両面印刷してください。

８　外国人は在留資格認定証明書、在留カードまたは住民票のいずれか１通（該当者のみ）
９　入学資格認定書　外国人学校卒業・卒業見込みの者で学校教育法施行規則第１５０条第７号により出願
をする者は、事前に12ページの個別の入学審査を受けた際に大学が発行した入学資格認定書の写し
も提出してください。（該当者のみ）

⑽　入学検定料　60,000円
　　　一般入試と一般入試（新潟県地域枠）を併願し、同時出願する場合：80,000円
　　　15ページの「Web出願手順」に従って支払いを完了してください。 
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（注意）いったん受理した出願書類・検定料はいかなる理由があっても返還しません。

本人住所、保護者住所は合格通知等の郵便先として使用します。出願後、住所変更した場合は
医学部入試係（電話 ０３－５７６３－６６７０）に連絡してください。

併願者で出願後から合格発表までの間に辞退を申し出る場合は、書面にてその旨を記載し、医
学部入試係まで郵送にて連絡してください。
なお、２次試験合格発表後に辞退することはできません。

３．出願上の注意
１　受験票について
　「受験票」は出願書類を受理した後、登録したメールアドレス宛に受験票の印刷についての案内を送
ります。インターネット出願サイトのトップページにある「医学部の出願内容の確認／志願票・受験
票の印刷」ボタンからログインして、画面の指示に従って印刷してください。印刷した受験票は試験
当日必ず持参してください。
　１月２３日（日）までに印刷についての案内が届かない場合は、医学部入試係（電話 ０３－５７６３－６６７０）
に連絡してください。
　一般入試と一般入試（新潟県地域枠）の併願者は受験票が２枚になります。
　１次試験は一般入試の受験番号の席で受験してください。
識 竺鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫

２　窓口受付について
　下記受付期間のみ医学部入試係にて出願書類の受付を行います。
　受付期間　２０２２年１月１７日（月）・１８日（火）　９：００～１７：００
　窓口受付では出願書類の受取りのみを行います。Web出願の登録および検定料の払込を済ませた
うえで、書類一式を揃えてお持ちください。手続きや持ち込み書類に不備があった場合は受付できま
せん。
３　出願手続きについて
　　　Web出願の登録だけではなく、検定料の支払いを済ませ、出願書類提出までを出願手続とします。
４　受験上の配慮および修学上の配慮希望について
　本学に入学を志望する方で、病気や障がい等のために受験上の配慮および修学上の配慮を希望する
場合は、出願前に医学部入試係へご相談ください。なお、本学が必要と認めた場合には、出願前に志
願者と面談を行います。その結果は合否判定に影響はありません。面談にて確認した病気や障がい等
の状況、大学側の配慮内容について相互の了承後に出願となるため、早めにご相談ください。
5　全面禁煙について
　東邦大学医学部では敷地内全面禁煙としています。入学後はこれを遵守してください。
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試験について
　１．試　験　科　目

配 点試験時間試　　　　験　　　　科　　　　目試験区分

１５０点１２０分

２
科
目
選
択

物理基礎、物理物理

理　 科

１次試験

化学基礎、化学化学

生物基礎、生物生物

１００点９０分
数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
数学Ａ
数学Ｂ（数列とベクトルのみ）

数　 学

１５０点９０分コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ
英語表現Ⅰ外 国 語

――６０分論理的思考能力、数理解析能力　等基 礎 学 力

――４０分１次試験合格者のみに実施面　 接２次試験

試　　験　　時　　間試　験　日試験区分
１６：３０～１７：３０１４：３０～１６：００１２：３０～１４：００９：００～１１：００８：３５～８：４５

２０２２年１月２６日（水）１次試験
基礎学力外国語数　学理　科点呼・注意事項説明

９：００～（予定）２月３日木・４日金の
うち大学が指定する1日２次試験

面　　　接

方　　　　　　　法日　　時試験区分

合格者の受験番号を医学部構内および本学ホームページに掲示します。
併せて２次試験日程等も発表します。

１月３１日（月）正午１次試験

合格者の受験番号を医学部構内および本学ホームページに掲示します。
合格者には志願票で選択した住所へ文書をもって本人宛に通知します。

２月７日（月）正午２次試験

※１次試験は、理科１５０点、数学１００点、外国語１５０点、合計４００点満点の試験で合否が決まり、基礎学力は
２次試験合格者選抜時に使用します。
※物理、化学、生物、数学、外国語に基準点を設け、１科目でも基準点に達しない場合は、不合格になる
ことがあります。
※各科目は、マークシート方式で出題します。ただし、基礎学力のみ記述式があります。
※未受験科目がある場合は、不合格となります。

２．試験日、時間割

（注）２次試験日程は１次試験合格発表時に指定します。ただし、特別の事情で２次試験日の変更を希望す
る場合は、下記の振替え受付日時内に、医学部入試係に受験票を持参の上、振替え手続きをしてくだ

識 竺鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫

さい。電話による２次試験日の変更は出来ません。
　　振替え受付日時：１月３１日（月）正午～１７：００、２月１日（火）９：００～正午

３．合　格　発　表
１　日時、方法

　１次試験合格発表の掲示期間：１月３１日（月）正午～２月４日（金）１７：００
　２次試験合格発表の掲示期間：２月７日（月）正午～２月９日（水）１７：００
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２　１次試験合格者は、本学所定の自己アピールシートを本学ホームページよりダウンロードし、事前
に記入の上、２次試験当日持参してください。詳細は１次試験合格発表時に本学ホームページに掲載
します。
３　合格発表に関する電話での問い合わせには一切応じられません。
４　本学ホームページでの案内は合否確認の補助的手段で、医学部構内での掲示を正式な合格発表とし
ます。ホームページ上で、通信等のトラブルが発生しても、本学は一切責任を負いません。

４．試　験　会　場
注　意　事　項試　験　会　場試験区分

１次試験会場への入室は、
７：３０からです。
識 竺鴫鴫鴫鴫鴫鴫

五反田ＴＯＣビル１３階・東邦大学大森キャンパス
識 竺鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫

１次試験

（24ページの試験会場図を
参照してください）東邦大学大森キャンパス２次試験

５．災害時の不測の事態への対応
　　災害等の不測の事態による別日試験は追試験を受験してください。詳細は本学ホームページに掲載
しますので留意してください。

６．試験成績の開示
　　１次試験不合格者を対象に試験成績を開示します。申請受付期間は2022年４月４日（月）から2022
年４月８日（金）までです。詳細は2022年４月１日（金）に本学ホームページに掲載します。
　　なお、申請には受験票が必要です。

７．試験当日の注意
１　受験票を必ず持参してください。受験票のない場合は、試験を受けられない場合があります。
　一般入試と一般入試（新潟県地域枠）の併願者は、１次試験は一般入試の受験番号の席で受験し、
一般入試の受験票を机上に提示してください。
　なお、２次試験時には一般入試（新潟県地域枠）の受験票が必要になります。
２　受験者は試験開始時刻の３０分前までに、試験場への入室を完了してください。
３　試験開始後２０分以上遅刻した場合は、入室できません（受験できません）。
４　試験開始後は原則として途中退室は認めません。
５　理科の受験科目は、当日試験問題を見て選択してください。
６　１次試験でマークシート方式および記述の試験を行いますので、ＨＢのシャープペンシルもしくは
ＨＢの鉛筆と消しゴムを必ず持参してください（受験者間での貸借禁止）。
７　英文字がプリントされている上着等は着用しないでください。着用している場合には、脱いでもら
うこともあります。
８　不正行為を行った場合は、その場で受験中止と退室を指示され、それ以後の受験はできなくなります。
　また、受験した全ての教科・科目の成績を無効とします。
①　次のことをすると不正行為となります。
a　志願票、受験票、解答用紙等へ故意に虚偽の記入（本人以外の氏名・受験番号を記入するなど。）
をすること。
ｂ　カンニング（試験の教科・科目に関係なくメモやコピーなどを机上等に置いたり見たりするこ
と、参考書の内容や他の受験者の答案等を見ること、他の人から答えを教わることなど。）をす

※１次試験の会場は受験票に記すので確認してください。試験会場を選ぶことはできません。
※１次試験の会場への入室開始時間は変更となる場合があります。その際は本学ホームページに掲載します。
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ること。
c　他の受験者に答えを教えたりカンニングの手助けをすること。
d　問題冊子、解答用紙を試験会場から持ち出すこと。
e　指示の前に、問題冊子を開いたり解答を始めること。
f　試験時間中に、定規、コンパス、電卓、そろばん、グラフ用紙等の補助具を使用すること。
ｇ　試験時間中に、携帯電話、スマートフォン、ウェアラブル端末、電子辞書、ICレコーダー等の
電子機器類を使用すること。
h　試験時間終了後に、鉛筆や消しゴムを持っていたり解答を続けること。
②　上記①以外にも、次のことをすると不正行為となることがあります。指示等に従わず、不正行為
と認定された場合の取扱いは、①と同様です。
a　試験時間中に、定規、コンパス、電卓、そろばん、グラフ用紙等の補助具や携帯電話、スマー
トフォン、ウェアラブル端末、電子辞書、ICレコーダー等の電子機器類、参考書をかばん等にし
まわず、身に付けていたり手に持っていること。
ｂ　試験時間中に携帯電話や時計等の音（着信・アラーム・震動音など。）を長時間鳴らすなど、試
験の進行に影響を与えること。
c　試験に関することについて、自身や他の受験者を利するような虚偽の申出をすること。
d　試験場において他の受験者の迷惑となる行為をすること。
e　試験場において試験監督者等の指示に従わないこと。
f　その他、試験の公平性を損なうおそれのある行為をすること。

９　試験会場ではマスクを着用してください。試験中に本人確認をする際はマスクを外してもらいます。
試験監督者の指示に従ってください。
引　昼食は各自持参してください。
飲　試験場付近は駐車ができません。交通は電車・バスを利用してください。
淫　試験会場には受験生以外の立ち入りは出来ません。
胤　試験会場は全面禁煙です。

８．その他、体調管理に関する注意事項
　以下のいずれかに該当する場合は当日の受験をご遠慮いただき、追試験での受験をご検討ください。
　追試験の受験手続等の詳細は本学ホームページにて情報を発信していきます。

・受験生本人に発熱（37.5℃以上）がみられる場合
・受験生本人が海外から帰国して２週間以内である場合
・受験生本人が新型コロナウイルス感染症の羅患者または疑いと診断されている場合
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個別の入学資格審査について（外国人学校卒業・卒業見込みの者）

　学校教育法施行規則第１５０条第７号により、本学医学部入学試験への出願を希望される方は、下記により
出願資格審査を受けてください。

１．入学資格の認定を申請できる者
　高等学校段階を有する外国人学校のうち、修業年限が１２年の外国人学校の卒業者又は卒業見込みの者
について、次の各号に定める要件を満たしていること。
１　２０22年３月３１日までに満１８才に達していること。
２　高等学校に対応する３年に相当する学習歴を有する又は有する見込みであること。

２．資格審査の対象となる試験
　　一般入試、一般入試（千葉県地域枠）、一般入試（新潟県地域枠）

３．申請の手続き
１　申 請 期 限　　２０２1年１２月３日（金）まで（必着）
２　審査の時期　　申請の都度
３　提 出 書 類　
a　大学所定の「入学資格認定申請書」〈様式〉
　※様式は本学のホームページで確認してください。
　https://www.toho-u.ac.jp/info_exam/screening.html
ｂ　当該学校の「卒業（見込）証明書」
c　成績証明書
d　当該学校の教育内容を証明する書類
　１）当該学校の概要がわかる「学校案内」等
　２）当該学校の修業年限、授業科目、授業時間数、卒業要件が明記されている「学校規則」等
e　その他本学が必要と認めたもの

４．申請書の提出方法および提出先
　書留郵便で封筒に「大学入学資格審査申請書在中」と朱筆し、返信用封筒（長形３号、郵便番号・住
所・氏名を明記し、404円分の切手添付）を同封してください。
　　　提出先

〒１４３－８５４０　東京都大田区大森西５－２１－１６
東邦大学医学部入試係
電話　０３－５７６３－６６７０

５．審査方法
　　申請者から提出された書類一式を審査し、面接を行う場合もあります。

６．審査結果の通知
　　審査の結果は、申請者に対し郵送により通知します。
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医 学医 学 部部

入学の手続きについて
１．入　学　手　続
１　合格者には合格通知書とともに入学手続要項を送付します。
２　入学手続期間は２０２２年２月１０日（木）１５：００までとします。

識 竺鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫

３　入学手続には下記のものが必要です。
　　a　誓約書・保証書１通
　　ｂ　個人情報の取扱いに関する同意書１通
　　c　東邦大学青藍会会員届１通
　　d　所定の学納金および委託徴収金の納付
　　e　修学資金振込先等連絡用紙（新潟県提出用）

２．初年度納付金等
　１　「学納金」

備　　　　考金　　　額項　　　目

初年度のみ徴収１,５００,０００円入　　学　　金

年　額２,５００,０００円授　　業　　料

２年次以降９００,０００円を徴収５００,０００円医学教育充実費

２年次以降８００,０００円を徴収３００,０００円施 設 設 備 費

４,８００,０００円合　　　　計

備　　　　考金　　　額項　　　目

初年度のみ徴収４,８００円学生教育研究災害傷害保険料

初年度のみ徴収３,０００円学研災付帯賠償責任保険料

初年度のみ徴収３００,０００円青　藍　会　費（父母会）

初年度のみ徴収９０,０００円学生自治会費

初年度のみ徴収１００,０００円東 邦 会 会 費（同窓会）

４９７,８００円合　　　　計

３　在学中の授業料は教育経費の動向を勘案し、改定する場合があります。
４　医学教育充実費は医学教育に必要な経常費の不足額の一部を特別納付金の形で徴収するものです。
５　２年次以降の学納金は授業料・医学教育充実費・施設設備費になります。

　２　「委託徴収金」
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医 学医 学 部部
３．そ　　の　　他
１　特待生制度
　２年次から６年次までの前学年次の学業成績が優秀で、且つ心身ともに健全な学生を対象に、当該
年度に納める授業料のうち１人最高１００万円（各学年２００万円限度）を免除します。

２　奨学金制度
　奨学金を希望する学生のために、医学部独自の奨学金制度、日本学生支援機構等の公的制度および
地方自治体・民間団体等の奨学金制度が設けられています。
　奨学金の詳細については本学ホームページを確認してください。
　 　東邦大学青藍会貸与奨学金（貸与）
　 　東邦大学医学部東邦会給付奨学金（給付）
　 　千葉県医師修学資金（貸与）
　 　日本学生支援機構奨学金（貸与）

東京都育英資金（貸与）
東京都交通遺児資金（貸与）
川崎市大学奨学金（貸与）
大田区奨学金（貸与）
丸和育英会奨学金（給付）
颯田医学奨学会奨学金（給付）

３　学費ローンについて
　本学では授業料等の納入に必要な資金について、提携教育ローンを㈱ジャックスと締結しています。
　詳細については、㈱ジャックス　コンシューマーデスクまでお問い合わせください。
　フリーダイヤル０１２０－３３８－８１７（受付時間／平日９：３０～１７：３０　土日祝日１０：00～１８：00）
※学費ローンを利用された場合でも、手続期限日は厳守となりますのでご注意ください。

４　寄付金について
　入学後、本学の医学振興のため、任意の寄付金をお願いしています。
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2022年度　東邦大学医学部入学試験　志望理由書
一般入試（新潟県地域枠）
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2022年度　東邦大学医学部入学試験
誓　　　約　　　書
（本学提出用）

東邦大学学長  殿

私は貴学医学部一般入試（新潟県地域枠）を志願するにあたり、本入試区分が
入学確約入試であることを理解し、合格した際は、期日までに入学手続きを
とり、入学することを誓約いたします。

西暦 　　　　　　年　　　月　　　日

現　住　所

本人氏名（自署）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

生年月日（西暦）　　　　　　　　年　　　　月　　　　日　　生

上記の者に、誓約書のとおり固く遵守させるとともに、誓約書に関する一切の
責任を私が引き受けます。

西暦 　　　　　　年　　　月　　　日

現　住　所

保護者氏名（自署）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

生年月日（西暦）　　　　　　　　年　　　　月　　　　日　　生

本人との続柄
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所　　信　　書
申請者氏名（ふりがな） 年齢 大学・学部（学科）

（医師養成修学資金貸与申請書　裏面）

申　請　し　た　理　由

将　来　の　抱　負　（400字以内）
（本県の地域医療に従事する意欲やどんな医師になりたいか等について自由に記載すること）

㊞ 東邦大学医学部（医学科）
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　個人情報については、「東邦大学の個人情報の取り扱いについて」（https://www.toho-u.ac.jp/univ/effort.html）に基づ

いて取り扱います。

　入学試験を通じて取得した個人情報（以下、入学志願者の個人情報）は、①入学試験実施（出願情報処理、選抜試験実

施）、②合格発表、③入学手続、④入学者選抜方法等に関する調査・分析及びこれらに付随する業務のために利用します。

また、入学手続者のみ、⑤入学手続、入学後の学籍管理、学習指導、学生生活支援に係る業務及びこれらに付随する業務

のために利用します。その他の目的に利用することはありません。

　上記業務の一部については、東邦大学と秘密保持契約を結んだ業者（以下「受託業者」と言います）で行います。委託

業務を遂行するため、受託業者に対して必要な範囲で、お知らせいただいた個人情報を提供します。予めご了承ください。

個人情報の取り扱いについて
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１次試験会場　五反田ＴＯＣビル（１３階）

● JR、都営浅草線からのアクセス
　JR、都営浅草線 「五反田」駅下車、徒歩8分。

● 東急目黒線からのアクセス
　東急目黒線 「不動前」駅下車、徒歩6分。

● 東急池上線からのアクセス
　東急池上線 「大崎広小路」駅下車、徒歩5分。 目黒川
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１次試験会場・２次試験会場　大森キャンパス

ＪＲ蒲田駅（東口）バス：大森駅行２番停留場から「東邦大学」

　　　　　　　　　　　　下車徒歩２分

ＪＲ大森駅（東口）バス：蒲田駅行１番停留場から

　　　　　　　　　　　　「東邦大学」下車徒歩２分

京浜急行線　　　　　　：梅屋敷駅から徒歩約８分

至横浜

（京浜東北線）

至横浜

至羽田空港

京急蒲田

田園調布
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受験生宿泊案内

　試験会場の付近には下記のような宿泊施設があります。希望者は直接施設にお問い合わせください｡

①　アパホテル大森駅前 TEL ０３－5767－1311
②　ホテルマイステイズプレミア大森 TEL ０３－３７６６－７００１
③　相鉄フレッサイン東京蒲田 TEL ０３－5714－0303
④　東横INN蒲田東口 TEL ０３－３７３６－１０４５
⑤　ホテルルートイン東京蒲田 TEL ０３－５４８０－５５１１

（蒲田～大森駅周辺）

（品川駅周辺）
①　グランドプリンスホテル高輪 TEL ０３－３４４７－１１１１
②　グランドプリンスホテル新高輪 TEL ０３－３４４２－１１１１
③　品川プリンスホテル TEL ０３－３４４０－１１１１
④　京急ＥＸホテル高輪 TEL ０３－5423－3910
⑤　品川東武ホテル TEL ０３－３４４７－０１１１

（五反田駅周辺）
①　ホテルマイステイズ五反田駅前 TEL ０３－３４９４－1050
②　東急ステイ五反田 TEL ０３－３２８０－０１０９
③　京王プレッソイン五反田 TEL ０３－５４３６－０２０２
④　三井ガーデンホテル五反田 TEL 03－3441－3331



東邦大学医学部入試係

〒１４３－８５４０ 東京都大田区大森西５－２１－１６

電話　０３－５７６３－６６７０


