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この「学生募集要項」をダウンロード・印刷し，一般選抜の内容，出願方法や
締切日（時間）等をしっかり確認したうえで，必要な手続を行ってください。
また，本冊子は入学手続まで保管ください。

＜試験当日の保護者の付き添い等について＞

　新型コロナウイルス感染症対策として，保護者の付き添いや構内へ
の入場を原則禁止とします。（介助など必要な場合を除く）
　受験生の安全確保のため，ご配慮をお願いいたします。

＜最新情報 確認のお願い＞

　新型コロナウイルス感染症の流行状況に応じて，やむを得ず，試験
日時や選抜方法等を変更する可能性があります。
　変更する場合は，下記の本学受験生応援サイト NU START GUIDE
で随時公表しますので，出願や受験の際は必ず最新の情報を確認して
ください。

＜受験者の体調管理について＞

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，受験者は試験７日程度
前から自主的な検温をお願いします。１月下旬ごろに，下記のサイト
で検温記録用の「経過観察シート」を公表しますので，ご使用ください。
　また，試験当日のマスク着用，試験室の換気の際に体温調整ができ
る上着などの持参についても，併せてお願いします。

　　　　　　　　　　　→ https://www.nagoya-u.ac.jp/admissions/
　本学トップページより〔入学案内〕をクリックし，アクセスしてください。

名古屋大学 受験生応援サイト
NU START GUIDE
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　　（3） 2段階選抜

　　　〔医学部医学科（前期日程・後期日程）〕
　試験実施に当たっては，大学入学共通テストの成績が900点満点中700点以上の者を第 1段階選抜の
合格者とします。
　第 1段階選抜の合格者に対しては，第 1段階選抜の合格通知書と受験票（圧着ハガキ 1枚）を，不
合格者に対しては不合格通知を，大学から発送することによりお知らせします。
＜発送時期＞　　前期日程 ： 令和 4年 2月14日（月）以降
　　　　　　　　後期日程 ： 令和 4年 3月 1日（火）以降

＜医学部医学科の後期日程について＞
　国の施策に基づき，本学医学部医学科の後期日程試験において，愛知県内の地域医療を担う人材を育成する
ことを目的とした募集をします。
　本選抜の出願要件は，（注 1）愛知県内出身者で，卒業後に愛知県内の地域医療に従事しようとする強い意
欲を持つ者とします。これには，愛知県内出身者の高校既卒者等も志願することができます。
　本選抜で入学した者は，愛知県から月額15万円程度の奨学金貸与を受けることが必須となります。また，卒
業後は，愛知県内の基幹型臨床研修病院のプログラムに基づく 2年間の研修と，愛知県が指定する （注 2）公
的医療機関における 7年間の勤務とを合わせて 9年間の地域医療に従事することを義務としています。また，
愛知県では義務年限等に関する取扱いを規定した（注 3）「キャリア形成プログラム」を策定しており，この
プログラムに参加する必要があります。
　さらにカリキュラムについては，正規カリキュラムの一部科目の履修指定及び課外学習から構成される「地
域医療に関するカリキュラム」の履修を義務付けています。正規カリキュラムにおいては， 3年次の基礎医学
セミナーや 4年次の選択講義等で，地域医療教育講座が担当する授業の選択が必須となります。また，課外実
習として，地域医療セミナー（年 6回程度開催）や愛知県主催の研修会への参加も義務付けられています。
　「地域医療に関するカリキュラム」は年度ごとに見直されるため，カリキュラム・課外学習等の変更があり
得ます。
　なお，後期日程の志願者は，出願時に，愛知県地域医療確保修学資金貸与条例（注 4）に定める第 8条「返
還の債務の当然免除」要件と第10条「返還」（修学資金の返還）要件他への「同意書」の提出が必須です。

（注 1）  後期日程（医学部医学科）に出願することができる者は，21ページの出願資格を有し，かつ，以
下の要件のいずれかを満たす者とします。

　　　　 1．入学志願者の出身高等学校又は中等教育学校が愛知県内であること
　　　　 2．入学志願者の保護者の現住所が出願時に愛知県内であること
（注 2）  愛知県内の医師の確保が困難な地域に所在する公的医療機関及び独立行政法人が開設する県内の

医療機関のうち，知事が指定する医療機関で，「地域の中核病院」などを想定しています。
（注 3）  「キャリア形成プログラム」については，
　　　　〔URL：https://www.pref.aichi.jp/soshiki/imu/kyariakeisei.html〕 に掲載されています。
（注 4）同意が必要な条例については，愛知県地域医療支援センターHP
　　　　〔URL : https://www.pref.aichi.jp/soshiki/imu/0000083900.html〕 に掲載されています。

【卒業後の勤務パターン（一例）】
　下表により卒業後の勤務パターンの一例を示します。

大学 1年生　　　　　　　　大学 6年生

在学期間
6年間

県内で
臨床研修

（ 2年間）

知事の承認を受けて
専門医（後期）研修
（ 3～ 4年以内）

［うち 2年間を
義務年限に算入（※）］

県の指定する
公的医療機関に
勤務①

（ 2年間）

県の指定する
公的医療機関に
勤務②

（ 3年間）

県の指定する
公的医療機関に
勤務③

（ 2年間）

※知事が指定する専門医研修の場合は， 2年間を義務年限に算入できます。
　義務年限に算入されない専門医研修の場合は，公的医療機関での勤務が増えます。（③の勤務あり）

　 このほかに，専門研修の開始時期は，本人の希望により柔軟に対応できます。例えば，県内で 2年間研修し，
県の指定する公的医療機関に 2年間勤務した後に，専門研修を経て，県の指定する公的医療機関等に勤務する
ことも可能です。
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この「学生募集要項」をダウンロード・印刷し，学校推薦型選抜の内容，出願方
法や締切日（時間）等をしっかり確認したうえで，必要な手続を行ってください。
また，本冊子は入学手続まで保管ください。

＜試験当日の保護者の付き添い等について＞

　新型コロナウイルス感染症対策として，保護者の付き添いや構内へ
の入場を原則禁止とします。（介助など必要な場合を除く）
　受験生の安全確保のため，ご配慮をお願いいたします。

＜最新情報 確認のお願い＞

　新型コロナウイルス感染症の流行状況に応じて，やむを得ず，試験
日時や選抜方法等を変更する可能性があります。
　変更する場合は，下記の本学受験生応援サイト NU START GUIDE
で随時公表しますので，出願や受験の際は必ず最新の情報を確認して
ください。

＜受験者の体調管理について＞

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，受験者は試験７日程度
前から自主的な検温をお願いします。１月下旬ごろに，下記のサイト
で検温記録用の「経過観察シート」を公表しますので，ご使用ください。
　また，試験当日のマスク着用，試験室の換気の際に体温調整ができ
る上着などの持参についても，併せてお願いします。

　　　　　　　　　　　→ https://www.nagoya-u.ac.jp/admissions/

　本学トップページより〔入学案内〕をクリックし，アクセスしてください。

名古屋大学 受験生応援サイト
NU START GUIDE
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　　 医学部医学科

　　（1）募集人員

12名
　　（2）出願資格・要件

　次の各号のいずれかに該当する者で，特に医学研究者への志向性を持つ人材であり，調査書の学習
成績概評がＡに属し，学習成績・人物ともに特に優秀で，学校長等からⒶとして責任ある推薦を受け，
合格した場合には必ず入学することを確約できる者。さらに「令和 4年度大学入学共通テスト」の教
科・科目のうち当学部・学科が指定した教科・科目（34～36ページ参照）を受験している必要があり

ます。

① 高等学校又は中等教育学校を令和 4年 3月卒業見込みの者
② 学校教育法施行規則第93条第 3項の規定に基づき令和 3年度中に高等学校又は中等教育学校を
卒業又は卒業見込みの者

③ 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
課程を令和 3年 4月から令和 4年 3月までに修了又は修了見込みの者

なお，各高等学校等から推薦できる人数は， 1名とします。
　【注】入学後のカリキュラムの詳細については，本学医学部ホームページ（https://www.med.
nagoya-u.ac.jp/） →名古屋大学大学院医学系研究科・医学部医学科→入学案内→推薦入学→推
薦入学受験生サイト→入学後のカリキュラムについてを参照してください。

　　（3）選抜方法

① 選抜は，第 1次選考と第 2次選考により行います。
ア 第 1次選考は，提出された志願理由書，推薦書及び調査書並びに大学入学共通テストの成績に
より約20名の第 1次選考合格者（面接選考の受験有資格者）を決定します。

イ 第 2次選考は，第 1次選考合格者に対し，和文と英文の課題を設定し，プレゼンテーションと
口頭試問による面接を実施し合格者を決定します。

② 第 1次選考結果は，令和 4年 2月 9 日（水）17時に本学ホームページにより発表しますので，必ず
確認するようにしてください。

　 本学ホームページでの発表は，以下のサイトからご覧になれます。（パソコンまたはスマートフォ
ンが必要です。）

　　名古屋大学 受験生応援サイトNU START GUIDE → https://www.nagoya-u.ac.jp/admissions/

　 　　本学トップページより〔入学案内〕をクリックし，アクセスしてください。
③ 第 2次選考（面接）は，次により行います。
任意で提出を求める書類（※ 6参照）はおもに面接の際の参考資料として使用します。
■実 施 日：令和 4年 2月14日（月）
■実施場所：名古屋大学医学部医学科　名古屋市昭和区鶴舞町65［電話（052）744－2430］

　　第 1次選考合格者は，「名古屋大学学校推薦型選抜受験票」及び「大学入学共通テスト受験票」，
筆記具及び昼食を持参の上，医学部医学科基礎研究棟 3階第 1講義室（64ページ配置図参照）に集
合し，係員の指示に従ってください。

　　なお，集合時間等は，第 1次選考結果発表時に指示します。
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　　（4）その他

研究医（医師免許を持つ研究者）奨学金制度について
　研究医を目指し，大学院（MD・PhDコースを含む）へ進学する者への経済的支援を図るため，国
の政策に基づいた奨学金制度を設けております。
　「MD・PhDコース」の詳細については，本学医学部ホームページ（https://www.med.nagoya-u.
ac.jp/） →名古屋大学大学院医学系研究科・医学部医学科→大学院教育→博士課程→MD・PhDコース，
博士課程スカラーシッププログラムを参照してください。

① 英語力を示す各種試験のスコア（TOEFL，IELTS，英検等）
② 国際バカロレアのスコア
③ スーパーグローバルハイスクール（SGH）・スーパーサイエンスハイスクール（SSH）における
活動状況

④ グローバルサイエンスキャンパス（GSC），名大みらい育成プロジェクトにおける活動状況
⑤ 科学研究に関する活動を積極的かつ継続的に行い，その成果や活動を客観的に示すことができ
るもの（例えば生物学オリンピック出場歴等）

⑥ 新型コロナウイルス感染症の影響で，中止・延期となった活動等の努力プロセス（34ページ参照）

※ 6　任意で提出を求める書類（最大 3つまで）

　　 医学部保健学科

　　（1）募集人員

看　護　学　専　攻：35名 理 学 療 法 学 専 攻： 7名
放射線技術科学専攻：10名 作 業 療 法 学 専 攻： 7名
検査技術科学専攻：15名 　　　　　　　　　計74名

　　（2）出願資格・要件

　次の各号のいずれかに該当する者で，当学部・学科に対する明確な志向と勉学の意欲を持ち，学習
成績・人物ともに特に優れ，学校長等から責任ある推薦を受け，合格した場合には必ず入学すること
を確約できる者。さらに「令和 4年度大学入学共通テスト」の教科・科目のうち当学部・学科が指定
した教科・科目（34～36ページ参照）を受験している必要があります。

① 高等学校又は中等教育学校を令和 4年 3月卒業見込みの者
② 学校教育法施行規則第93条第 3項の規定に基づき令和 3年度中に高等学校又は中等教育学校を
卒業又は卒業見込みの者

③ 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
課程を令和 3年 4月から令和 4年 3月までに修了又は修了見込みの者

なお，各高等学校等から推薦できる人数は，専攻ごとに 2名以内とします。
　　（3）選抜方法

① 選抜は，第 1次選考と第 2次選考により行います。
ア 第 1次選考は，提出された志願理由書，推薦書及び調査書並びに大学入学共通テストの成績に
より第 1次選考合格者（面接受験者）を決定します。
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