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Ⅰ　入学者の受入方針
１．教育理念
　　香川大学医学部医学科は，①幅広い教養と高い倫理観を備えた人間性豊かな医師・医学研究者，

②自ら課題を探求し，それを解決できる高度な専門知識と技術，科学的思考力，判断力を備える医
師・医学研究者，③地域に根差した医療人として地域医療に貢献し，地域における医学・医療の中
核としての指導的役割を担うことができる医師・医学研究者，④国際交流や国際貢献のための幅広
いコミュニケーション能力と国際的視野を持った医師・医学研究者を育成することを目指します。

２．教育目標
　　教育理念に掲げる医師・医学研究者の育成のために，次の能力及び態度を養成します。
　①　医師・医学研究者として適切なコミュニケーションの実践及び世界標準の医学・医療に関する

情報収集に必要な言語運用能力
　②　21世紀型市民として身に付けるべき幅広い教養と医学・医療に関する基礎的知識と技能
　③　自ら問題点を見出し，解決する能力及び生涯を通じて自己主導型学習を実践する態度と習慣
　④　社会の一員として法令・社会的規範を遵守して行動できる社会性，医師・医学研究者としての

倫理観・使命感・責任感
　⑤　医療・保健・福祉に関する地域理解及び地域医療への関心

３．教育内容
　　教育目標を達成するために，学部開設科目として専門基礎科目，早期医学，学際医学，基礎医

学，社会医学，統合講義等及び臨床医学から構成される教育課程を編成・実施します。
　　学部開設科目において，医学・医療の基盤となる自然科学領域と医学領域の知識と技能を養成す

るとともに，医師・医学研究者としての倫理観・使命感・責任感及び地域医療への関心を涵養しま
す。

　　階層的カリキュラムを実質化するため，年次ごとの進級要件を定め，年度末に厳格な進級判定を
行います。４年次末においては，全国共通の共用試験の合格も進級要件に含まれます。臨床医学の
修得に関する評価は６年次に卒業試験として行い，卒業判定に用います。

４．入学者に求める学力・能力・資質等
　　大学入学までに，以下のような学力・能力・資質等を備えている学生を求めています。

　①知識・技能
　＊医学の専門知識と技能を修得するための基盤となる，学士として相応しい幅広い学習に裏付けさ

れた知識・技能

　②思考力・判断力・表現力
　＊情報の収集と評価，それに基づく自らの意見形成のための論理的思考力と判断力，及び形成した

意見を他者へわかりやすく伝え，実行に移すための表現力

　③主体性・多様性・協働性
　＊医学に関する問題を自ら抽出し，多面的な視点から考察し，他者と協力して問題解決に当たるた

めに必要な主体性・多様性・協働性
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　④関心・意欲・態度
　＊進歩を続ける医学，医療の専門知識と技能に対する関心，生涯にわたりそれを学び続ける意欲，

そのために必要な自己主導型学習態度

　⑤倫理観・社会的責任
　＊尊い人命を預かる医療者として，また，医学と医療の継承と発展を担う医学者として求められる

高い倫理観
　＊医師・医学研究者としてのみならず社会の一員としても法令や社会的規範を遵守して行動できる

社会性

　◇大学入学までに修得が期待される内容
　　学士としての豊かな教養と高い言語運用能力，更に自然科学系の幅広い知識を十分に身につけて

いることと，医学科編入に対する明確な目的意識を有していることが期待されます。自然科学系科
目では，生命現象を科学的，論理的に理解し，医学を修めるために必要となる，物理学，化学，生
物学を基礎とした総合的知識を修得していることが期待されます。英語では，英文教科書や学術論
文の読解や論述，国際的な活動を行う上でのコミュニケーションのための十分な言語運用能力を身
につけていることが期待されます。

　◇選抜方法の趣旨
　　自然科学総合問題の学力試験により，物理学，化学，生物学を基礎とした幅広い自然科学系の知

識（大学の教養教育修了程度）を修得していることを評価します。TOEIC（Test of English for 
International Communication）の得点により，英語でのコミュニケーション及び英文教科書や学術
論文の読解や論述に必要な英語の知識と技能を修得していることを評価します。これらの英語の学
力は国際的に活躍するために必要とされる基礎学力です。面接では，自己推薦書及び研究課題・論
文リストをもとに質問し，医学を学ぶことに対する目的意識・人間性・論理性・学習意欲などを中
心に，思考力・判断力・表現力，主体性・多様性・協働性，関心・意欲・態度，倫理観・社会的責
任とともに自然科学に関する知識と技能を評価します。発言は説得的でわかりやすく，質問に対し
て的確かつ論理的な応答であることが求められます。

Ⅱ　募集人員
　５人

Ⅲ　編入学の時期及び編入学年次
　2023年４月に第２年次へ編入学となります。
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Ⅳ　出願について

１． 出願資格及び要件
　　出願できる者は，次の（1）から（7）のいずれかに該当する者であり，かつ（8）の要件を満たす者と

します。
　（1）大学又は専門職大学を卒業した者及び2023年３月までに卒業見込みの者（医学部医学科を卒業

した者及び在籍中の者を除く。）
　（2）学校教育法（昭和22年法律第26号）第104条第７項の規定により学士の学位を授与された者（学

士（医学）の学位を授与された者を除く。）
　（3）専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満

たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了し
た者及び2023年３月までに修了見込みの者

　（4）大学院を修了した者及び2023年３月までに修了見込みの者（学士（医学）の学位を有する者を
除く。）

　（5）外国において，学校教育における16年の課程を修了した者及び2023年３月までに修了見込みの
者（医学部医学科を卒業した者及び在籍中の者を除く。）

　（6）外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の
学校教育における16年の課程を修了した者及び2023年３月までに修了見込みの者（医学部医学科
を卒業した者及び在籍中の者を除く。）

　（7）我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を
修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付け
られた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者及び2023年
３月までに修了見込みの者（医学部医学科を卒業した者及び在籍中の者を除く。）

　（8）TOEICにおいて，基準スコアを満たしている者（TOEIC公開テスト600点以上）

２． 出願上の留意事項
　（1）選抜試験にTOEIC 公開テスト（TOEIC Listening ＆ Reading Test）のスコアを利用します。
　（2）出願に際して，２年以内（2020年５月21日以降）に受験したTOEIC 公開テストの公式認定証

（Official Score Certificate）の本紙を提出してください。

３． 出願手続
　（1）出願書類の提出
　　ア　出願期間
　　　　2022年５月９日（月）～５月20日（金）（最終日17時必着）
　　　　ただし，郵送で最終日の17時以降に着いた場合は，前々日までの消印があり，かつ「簡易書

留・速達」であるものに限り受け付けます。
　　　　出願期間最終日の９時～17時に限り，出願書類等の持参を認めます。受付場所は，本学医学

部学務課です。
　　イ　出願書類等の提出方法
　　　　次に掲げる書類等を取りそろえ，本要項添付の「出願用封筒」に必要事項を記入の上封入し，

「簡易書留・速達」便にて郵送してください。
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　　ウ　出願書類等（※印は本学所定のもの）

提 　 出 　 書 　 類 摘　　　　　　　　　　　　　　　　要

※ 編 入 学 願 書 　編入学願書の「記入上の注意」をよく読んで正確に記入してく
ださい。

※ 写 真 票
　必要事項を記入し，出願以前６か月以内に撮影した写真（縦４
cm×横３cm，上半身，無帽，正面向き）を貼付してください。

（写真裏面に氏名を記入してください。）

※ 受 験 票 　志願者の氏名を明記してください。

卒 業（ 見 込 み ） 
証 明 書

　出身大学の卒業（見込み）証明書又は大学評価・学位授与機構
の学位授与証明書を提出してください。

成 績 証 明 書

　出身大学（学部）長が作成し，厳封したものとします。
　出願時に在学中の者は出願時点での成績証明書とします。
　大学院在学中の者又は修了者は，大学の成績証明書の他に大学
院の成績証明書も必要とします。

TOEIC公 開 テ ス ト 
の 公 式 認 定 証

　2020年５月21日以降に受験したTOEIC 公開テスト（TOEIC 
Listening ＆ Reading Test） の 公 式 認 定 証（Official Score 
Certificate）の本紙。基準スコア（600点）以上のもの。

検 定 料
30,000円

　編入学願書と一連の「振込依頼書（入金票）」及び「領収書」に
必要事項を記入の上，５月２日（月）～５月20日（金）の間に金
融機関（郵便局・ゆうちょ銀行を除く。）の窓口で所定の検定料を
振り込んでください（ATMは利用できません。また，振込手数料
は振込人負担です。）。その際，必ず編入学願書下部の「受付金融
機関出納印」欄に押印を受けてください。

（注）　 通常，金融機関の窓口取扱時間は，平日の15時までです。
また，土曜日，日曜日及び祝日は休業となりますので注意
してください。

※ 受験票等送付用封筒 　志願者の郵便番号，住所，氏名を明記の上，所要の郵送料の切
手を貼付してください。

※ あ て 名 票
　第１次選抜の結果，最終結果及び入学式等に関する通知の郵送
時に使用します。
　志願者の郵便番号，住所，氏名，電話番号を明記してください。

　（注）１　出願書類等が不備の場合は受理できません。
　　　　２　出願書類提出後は，記載内容の変更を認めません。また，出願書類は返還しませ

ん。
　　　　３　払込済の検定料は，次の場合を除き，いかなる理由があっても返還しません。
　　　　　①　検定料を払い込んだが本学に出願しなかった（出願書類等を提出しなかった又は

出願が受理されなかった）場合
　　　　　②　検定料を誤って二重に払い込んだ場合
　　　　　※　上記①又は②に該当される方は，香川大学入試グループ（（087）832－1182）へ

ご連絡ください。
　　　　４　編入学願書の氏名と卒業（見込み）証明書・成績証明書の氏名が異なる場合には戸

籍抄本を添付してください。
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４．選抜方法
　（1）第１次選抜
　　　学力試験（自然科学総合問題）とTOEICの得点により選抜を行い，25人程度を第１次選抜合

格者とします。
　　①　試験の日時

試　験　期　日 試　験　項　目 時　　間

2022年
６月４日（土）

自然科学総合問題
大学の教養教育修了程度の

生物学，化学，物理学
14：00～16：30

　　②　試験の場所
　　　　　香川大学医学部（三木町医学部キャンパス）（木田郡三木町大字池戸1750番地１）

　（2）第２次選抜
　　　第１次選抜の合格者から「自己推薦書」，「研究課題・論文リスト」を徴し，それらを踏まえて，

面接を行います。
　　　なお，最終合格者の決定は第１次選抜と第２次選抜の結果を総合的に判定します。
　　　また，総合点の如何にかかわらず面接の結果をもって不合格となることがあります。
　　①　「自己推薦書」，「研究課題・論文リスト」の提出
　　　　第１次選抜合格者は，2022年６月24日（金）までに次の書類を提出してください。ただし，

期限までに本学に届かない場合は，第２次選抜の受験を辞退したものとして取り扱います。

自 己 推 薦 書

　本学所定の様式（本要項添付）または，本学医学部ホームペー
ジからダウンロードした様式を用いて，パソコン等で作成してく
ださい。
　次の内容を2,000字程度にまとめてください。
　①　大学（院）で修得した専門的知識又は社会活動で得たもの等
　②　①の経験からどのような医師・医学研究者を目指すのか

研究課題·論文リスト
　本学所定の様式（本要項添付）または，本学医学部ホームペー
ジからダウンロードした様式を用いて，パソコン等で作成してく
ださい。

　　②　試験の日時

試　験　期　日 試　験　項　目 時　　間

2022年
７月３日（日） 面　　　　　　接 ９：00～

　　③　試験の場所
　　　　香川大学医学部（三木町医学部キャンパス）（木田郡三木町大字池戸1750番地１）

　（3）配点

TOEIC 自然科学総合問題 面　　接 合　　計

150 300 100 550
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５．合格者発表
　（1）第１次選抜合格者発表
　　　第１次選抜結果の発表は，次のとおり受験番号を大学ホームページに掲載します。
　　　また，受験者全員に選抜結果を送付します。
　　　　　2022年６月16日（木）午前９時（予定）
　　　　　香川大学ホームページ　https://www.kagawa-u.ac.jp/
　（2）最終合格者発表
　　　最終合格者の発表は，次のとおり受験番号を大学ホームページに掲載します。
　　　また，合格者には「合格通知書」及び「入学手続書類」を送付します。
　　　　　2022年７月21日（木）午前９時（予定）
　　　　　香川大学ホームページ　https://www.kagawa-u.ac.jp/
　（3）いずれの合格者発表も，電話等による問い合わせには応じません。

６．入学手続
　　合格者は，下記期限までに入学手続を完了してください。
　　入学手続書類は，「簡易書留・速達郵便」とし，入学手続期限までに医学部学務課へ送付してく

ださい。
　　所定の期限までに入学手続を完了しない場合には，入学辞退者として取り扱います。
　　なお，入学手続に関しての詳細は，合格通知書送付時に通知します。
　（1）入学手続期限
　　　2022年８月１日（月）17時まで（必着）
　（2）納付金
　　①　入学金・・・282,000円（予定）
　　②　授業料・・・267,900円〈前期分〉（予定）
　　　　　　　　　　535,800円〈年　額〉（予定）
　　　　なお，入学時及び在学中に，納付金が改定された場合には，改定時から新たな納付金額が適

用されます。
　　（注）前期分の授業料については，2023年４月１日から2023年５月31日までの間に納付してくだ

さい。
　　　　　また，希望により，前期分の納付の際に後期分も合わせて納付することができます。
　（3）入学手続書類送付先
　　　〒761－0793　木田郡三木町大字池戸1750番地１
　　　　　　　　　 香川大学医学部学務課
　（4）留意事項
　　①　入学手続期限までに入学手続を完了しない場合には，入学辞退者として取り扱います。
　　②　入学手続時に，本人が署名・押印した「編入学確約書」を提出してください。提出できない

場合は，入学手続書類を受理できません。
　　③　入学手続を完了した場合であっても，大学（院）卒業（修了）見込みで出願した者が2023年

３月31日までに卒業（修了）できなかった場合には，入学を許可しません。
　　④　大学院等に在籍している者は退学証明書を，官公庁・会社等に在職（非常勤・アルバイトを

除く。）している者は退職証明書又は就学許可証明書等を，それぞれ提出する必要があります。
　　⑤　納付済の入学料は，次の場合を除き，いかなる理由があっても返還しません。
　　　　・入学手続を行わなかった場合
　　　　・入学料を誤って二重に払い込んだ場合
　　　　・高等教育の修学支援新制度の入学金・授業料の減免対象者が減免額を誤って納入した場合。

⎫⎜⎜⎜⎭

⎧⎜⎜⎜⎩
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　　⑥　入学手続を完了した後，何らかの事情で入学することができなくなった場合は，速やかに入
学辞退の手続を行ってください。所定の入学辞退の手続を行わない場合は，2023年４月１日付
けで入学したこととなり，授業料の債務（前期分）が発生しますのでご注意ください。

　（5）その他
　　　授業料のほか共用試験受験料として４年次に25,000円，６年次に20,000円（改定の場合有り）

が必要になります。

７．追加合格
　　入学辞退等により欠員が生じた場合には，追加合格により欠員の補充を行います。
　　追加合格の通知は，編入学願書に記載されている現住所又は連絡先に電話で連絡します。
　　追加合格候補者は，発表しません。また，電話等による問い合わせには応じません。

８．修業年限及び卒業の要件
　　修業年限は，５年です。
　　卒業するには，５年以上在学し，本学所定の単位を修得しなければなりません。

９．個人情報の取扱いについて
　　１．出願書類に記載された個人情報（氏名，生年月日，性別その他の個人情報）は，入学者選抜，

合格通知及び入学手続を行うために利用します。また同個人情報は，合格者の入学後の教務関
係（学籍，修学指導等），学生支援関係（健康管理，奨学金申請等），授業料及び教育研究活動
の支援と本学の発展のための活動に関する業務を行う目的をもって本学が管理します。

　　２．入学者選抜における個人成績は，入学者選抜の他，調査・研究（入試の改善や志願動向の調
査・分析，各種統計資料作成）及び合格者の入学後の教務・学生支援関係業務にのみ使用し，
本学の関係教職員以外への提供は行いません。また，調査・研究結果の発表に際しては個人が
特定できないように処理します。

10．障害等のある入学志願者との事前相談について
　　障害がある等，受験上及び修学上の配慮を必要とする入学志願者は，出願に先立ち，あらかじめ

本学と相談してください。
　　また，相談は志願者本人，保護者及び担任教員等，本人の状態を詳しく説明できる者が行ってく

ださい。
　　なお，相談の内容によっては対応に時間を要することもありますので，出願前のできるだけ早い

時期に相談してください。
　　特に，下表に相当する障害等のある者については，申出がなかった場合，受験の際， 障害等の状

態に応じた対応ができなくなる場合もありますので十分注意してください。下表から判断できない
場合は，お問い合わせください。

区　　分 障　　害　　の　　程　　度

視 覚 障 害
　両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもの
のうち，拡大鏡等の使用によっても通常の文字，図形等の視覚による認識が不
可能又は著しく困難な程度のもの

聴 覚 障 害 　両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち，補聴器等の使用
によっても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの
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肢 体 不 自 由

・肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行，筆記等日常生活における
基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの

・肢体不自由の状態が上記に掲げる程度に達しないもののうち，常時の医学的
観察指導を必要とする程度のもの

病 弱
・慢性の呼吸器疾患，腎臓疾患及び神経疾患，悪性新生物その他の疾患の状態

が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの
・身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの

そ の 他
　上記以外で，受験上，修学上特別の配慮を必要とするもの

（例）発達障害（ADHD，自閉症等），パニック障害，頻尿，病気・負傷や障害
等によりマスクの着用が困難な者

　　また，医学部に関しては，心身の障害の程度により，卒業後の資格試験（国家試験）に合格して
も「医師」等の免許が交付されないことがあります。

　　関係法令等は，医学部ホームページ（https://www.med.kagawa-u.ac.jp/）を参照してください。

　〔１〕相談の方法
　　　　申請書（本学所定又は本学が必要とする内容が記されたもの，健康診断書等必要書類添付）

を提出することとし，必要な場合は，本学において志願者又はその立場を代弁し得る出身学校
関係者等との面談等を行います。

　　　　申請書の様式は，本学ホームページ（https://www.kagawa-u.ac.jp/admission/entrance_
exam/admis-judge/）からダウンロードしてください。

　〔２〕問い合わせ先
　　　　香川大学入試グループ　〒760－8521　高松市幸町１番１号　TEL（087）832－1182

11．ノートパソコン必携について
　　本学では，急速に進む高度情報化社会においてICT（情報通信技術）を充分に活用できる能力を

有する人材を輩出すること，ICTを活用した先進的講義手法により教育力を強化すること，各種配
布物や提出物のペーパーレス化を推進することなどを目的として，2021年度の入学生からパソコン
の必携化を実施しています。機種等の詳細については合格通知後にお知らせします。なお，特別の
ご事情がある場合は教務係までご相談ください。
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Ⅴ　入試情報の開示について
１．入学者選抜試験における個人成績等の開示 
　〔１〕開示内容
　　　　試験成績の開示を希望する受験者には，本人の申請により，総合点及び募集要項に記載の配

点表に則した項目の得点並びに総合順位を通知します。
　　　　ただし，合格者が10人に満たない場合には，総合点及び募集要項に記載の配点表に則した項

目の得点のみを通知します。
　　　　2023年度入学者選抜試験の成績の開示を希望する者は，下記のとおり申請してください。
　〔２〕申請方法
　　　　下記の①～③の書類を同封し，郵送（簡易書留）にて申請してください。
　　　　①　本学所定の「入学試験個人成績等開示申請書」
　　　　②　本学の受験票（コピー不可）
　　　　　　受験票を添付できない場合は，運転免許証，健康保険証等のコピーを添付してくださ

い。
　　　　　　なお，提出された受験票等は入学試験個人成績等通知時に返却します。
　　　　③　返信用封筒（長形３号〈約12cm×23.5cm〉の封筒に，本人の住所，氏名及び郵便番号

を明記し， 414円分（定形50gまでの簡易書留料金）の郵便切手を貼付したもの）
　〔３〕申請書受理期間
　　　　2023年４月14日（金）から2023年５月12日（金）まで（当日消印有効）
　〔４〕申請先
　　　　〒760－8521　高松市幸町１番１号　香川大学入試グループ　TEL（087）832-1182
　〔５〕申請者に対する開示時期
　　　　2023年６月中旬頃に，郵送（簡易書留）にて本人に通知します。
　〔６〕その他
　　　　開示に要する手数料は，無料とします。ただし，郵送料は申請者の負担とします。

２．入試問題の閲覧
　（1）本学入試問題については，香川大学広報室において閲覧できます。
　　　閲覧時間は，９時から17時までです（土曜日，日曜日，祝・休日，本学の夏季一斉休業期間（８

月中旬）及び12月29日～１月３日を除く。）。
　　　○問い合わせ先：香川大学広報室　TEL（087）832－1027
　（2）情報提供の一環として，本学ホームページ上においても，入試問題を公表します（原則として

過去１年分のみ）。なお，著作権許諾の関係により一部公表できない場合もあります。
　　　○公表予定期間
　　　　2022年12月から約１年間（著作権許諾の関係で多少前後します。）
　　　　香川大学ホームページ　https://www.kagawa-u.ac.jp/
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Ⅵ　試験場案内図
１．香川大学試験場案内図

電 車 ことでん長尾線「ことでん高松築港駅」 「高田駅」下車　バス５分　又は
徒歩25分（北東へ1.5km）

バ ス
ＪＲ高松駅発（高松駅前⑦番のりば）
　ことでんバス　�高松医療センター・大学病院線
　　　　　　　　「高松駅」 「大学病院」下車　徒歩１分（北へ50m）

タ ク シ ー ＪＲ高松駅 香川大学医学部　約30分　約4,000円
（注 ）電車，バス等の運行時刻については，受験者各自で確認してください。また，バス路線等につ

いては，変更になる場合もあるので注意してください。

香川大学創造工学部
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２．香川大学建物配置図
　　　三木町医学部キャンパス（医学部）　

受験者用掲示板
（講義実習棟１階）

国道11号高松東道路

医学部正門

ことでん「高田駅」方面

学務課
（管理棟１階）

附属病院正門

バス停 （大学病院）

野球場

Ｐ

Ｐ

Ｐ

立体駐車場

テニスコート

テニスコート

 400m
トラック

ヘリ
ポート
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入 学 試 験 等 に 関 す る 照 会 先

香川大学医学部学務課	 ＴＥＬ（０８７）８９１－２０７４
大学院・入学試験係	 〒761‒0793　…木田郡三木町大字池戸1750番地１

香川大学入試グループ	 ＴＥＬ（０８７）８３２－１１８２
	 〒760‒8521　…高松市幸町１番１号

香川大学ホームページ　	https://www.kagawa-u.ac.jp/

～　不測の事態発生時等における諸連絡について　～

　災害等の不測の事態が発生し，入学試験を予定どおりに実施できない場合等の対応については，
上記の本学ホームページ等でお知らせしますので，ご確認ください。
　また，入学試験に関する情報についても本学ホームページ等に随時掲載しますので，試験当日
まで注意してご覧ください。




