平成 25 年度第 2 年次編入学（学士入学）学生募集要項について
次ページより，募集要項の内容をご確認願います。
出願を希望する方は，募集要項の請求を行い，出願書類をご準備ください。

■学生募集要項の請求方法
１.

郵送での請求方法
郵送を希望する場合は，返信用封筒（角型 2 号，200 円切手を貼り，受信者の

郵便番号，住所，氏名を記載したもの）を同封の上，医学学務係宛に請求してくだ
さい。
なお，速達での返信を希望する場合には，速達分の返信切手を貼付してください。
郵送での請求にあたっては，到着までに時間がかかることがありますので，時間
に余裕を持って行ってください。
請求先：

〒920－8640

金沢市宝町 13－1

金沢大学医薬保健系事務部学生課医学学務係
2.

窓口での受け取り
金沢大学宝町キャンパス内，医学類 F 棟 1 階，医学学務係の窓口にて配付しま
す。
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１ 目

的

21世紀を迎え, 医学・医療の進歩と, それを取り巻く社会的要請や社会環境の変化が加速度的に進
行する中で, 今後の医学教育, 研究及び医療は, それらに対応するものでなければなりません｡ その
ために, 金沢大学医薬保健学域医学類では, 明確な目的意識・強い使命感・高い倫理観と協調性を備
えた医師・医学者を志向し, かつ多様な専門能力を有する大学卒業者に医学・医療への進路を開く学
士入学制度を設けています｡ これにより, 自己問題提起, 解決能力及び医学と他の分野との融合を図
る能力を備え, 幅広い教養, 豊かな感性と人間性への深い洞察力を持った研究的医師・医学者の育成
を目指します｡
なお, 本制度による入学者には将来基礎・臨床の研究者を目指すことが期待されています｡ これま
でのバック・グラウンドを活かし, 学士課程教育期間から研究室に所属して研究に参加したり, さら
に, ｢学類・大学院一貫コース (ＭＤ-PhＤコース)｣ を選択することが推奨されます｡ このコースで
は, 入学後３年間の学士課程教育を終了し, ただちに大学院医薬保健学総合研究科 (基礎医学系の研
究分野) に入学し, 博士の学位を取得します｡ その後に, 再び医学類５年次に入学して, ５年次と６
年次 (臨床実習) を履修して医学類を卒業し, 医師国家試験受験資格を取得するものです｡ 大学院医
薬保健学総合研究科には ｢飛び級｣ 制度があり, ３年間で修了することもできます｡
２ 募集人員

２年次編入

５名

３ 出願資格
出願できる者は, 次のいずれかに該当する者とします｡
ただし, 医学部医学科を卒業した者及び卒業見込みの者は除きます｡
修業年限４年以上の大学を卒業した者又は平成25年３月31日までに卒業見込みの者
学校教育法 (昭和22法律第26号) 第104条第４項の規定により学士の学位を授与された者又は平
成25年３月31日までに授与される見込みの者
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又は平成25年３月31日までに修了見込
みの者
４ 編入学時期及び編入学年次
平成25年４月に第２年次に編入します｡
５ 出願手続
出願期間

平成24年９月３日 から９月７日

まで (必着)

出願書類は郵送 (書留速達郵便に限る) するものとし, 平成24年９月７日 までに必着とします｡
ただし, 締め切り日を過ぎて到着した出願書類のうち, ９月６日 までの消印のある書留速達郵便
に限り受理します｡
出願方法
志願者は, ｢出願に必要な書類等｣ を一括して, 本学所定の封筒に入れ, 書留速達郵便で出願期
間内に出願書類等提出先へ郵送してください｡
出願書類等提出先

〒920-1192

金沢市角間町

金沢大学学生部入試課入学試験係

電話 (076)264−5169, 5177〜5179

出願書類に不備がある場合は, 受理しません｡ また, 記載事項の変更は認めません｡

６ 出願に必要な書類等
入学志願票

１部

本要項添付の用紙を使用してください｡ (様式１)

履歴書

１部

本要項添付の用紙を使用してください｡ (様式２)

推薦書

１部

本要項添付の用紙を使用し, 原則として大学又は大学院の指導教員によ
り志願者の人物評価を含めて作成されたもので, 作成者が厳封したものと
します｡ (様式３)
なお, 本要項添付の様式によりパソコン又はワープロ等を使用してＡ４
版１枚で作成することは可とします｡

単位取得証明書

１部

本要項添付の用紙を使用し, 出身大学長(学部長)が作成したものとしま
す｡ (様式４)

成績証明書

１部

平成25年３月に学士の学位を取得する見込みの者は出願時点での成績証
明書とします｡ なお, 編入学, 転入学等で入学した者は, 認定された入
学前の成績についても提出してください｡
大学院に関するものは不要です｡

卒業(見込)証明書

１部

出身大学等の卒業 (見込) 証明書を提出してください｡
成績証明書に, 卒業年月又は見込み年月が記載されている場合は不要で
す｡
大学院修了 (見込) 者は, 出身大学院の修了 (見込) 証明書を併せて提
出してください｡

学位授与証明書

１部

出願資格

により出願する場合は, 独立行政法人 大学評価・学位授与

機構が発行した学位授与 (見込) 証明書を提出してください｡
※改姓 (改名) により,

成績証明書,

卒業証明書,

学位授与証明書の氏名が現在の氏名と異なっ

ている場合は, 変更の事実を証明できるもの (戸籍抄本等) を添付してください｡
志願理由書

１部

本要項添付の様式で, パソコン又はワープロ等を使用してＡ４版用紙１
枚 (総字数800字程度) に ｢①志望の動機｣, ｢②大学又は大学院で学ん
だ専門知識の概略｣ 及び ｢③専門知識を医学にどのように生かしたいか｣
について記述してください｡
また, 内容は①②③の各項目に区分して記載してください｡ (様式５)

受験票・写真票

１部

本要項添付の用紙を使用してください｡ (様式６)
写真は上半身, 無帽, 正面向で, 出願前３か月以内に撮影したもの (縦
４㎝, 横３㎝) を貼付してください (検定料 ｢振込金証明書｣ を所定欄
に貼付してください)｡

入学検定料

30,000円
出願書類受理後は, どのような事情があっても入学検定料の返還はしま
せんので, 注意してください｡
ただし, 入学検定料の振込後, 出願を取り止めた場合は返還手続を行う
ことができますので, 下記担当課まで連絡してください｡ なお, 返還の
際は ｢領収書 (本人控)｣ 及び ｢振込金証明書 (提出用)｣ が必要になり
ます｡
担当課

金沢大学財務部財務管理課出納係
〒920-1192

金沢市角間町

電話 (076)264−5058〜5060
納入方法

本学所定の振込用紙に必要事項を記入の上, ｢電信扱｣ が利用できる金融
機関 (ゆうちょ銀行・郵便局を除く) の窓口で納入してください｡ 納入

後, 銀行領収印が押してあることを確認し, ｢振込金証明書｣ を ｢受験
票・写真票｣ の所定欄に貼付してください｡ ｢領収書｣ は, 大切に保存
してください｡
※ 通常, 金融機関の窓口営業時間は午後３時までです｡ また, 土日・
祝日は休業となりますので, 注意してください｡
ＡＴＭ (現金自動預払機), 携帯電話, パソコン等からは振り込ま
ないでください｡
返信用封筒
(受験票等返送用)

１部

返信用封筒

１部

本要項添付の封筒に380円分の切手を貼り, 志願者の郵便番号, 住所,
氏名を明記してください｡

(第１次選考結果通知用)

第１次選考の結果, 第２次選考試験受験資格者となった志願者の受験番
号一覧を送付するものです｡
本要項添付の封筒に380円分の切手を貼り, 氏名及び通知を受けたい場
所の郵便番号・住所を明記してください｡

受付票･あて名票

１部

受付票には, 志願者氏名, 性別, 出身都道府県名, 学校名を明記してく
ださい｡
あて名票は第２次選考の結果, 第３次選考の結果をそれぞれの受験者に
通知するものです｡ 氏名及び通知を受けたい場所の郵便番号・住所を明
記してください｡ (様式７)

７ 入学者選考方法
第１次選考

提出された入学志願票等により書類選考を行い, 募集人員の約10倍を第２次選考試
験受験資格者とします｡

第２次選考

筆記試験を行い, 募集人員の約３倍を第３次選考試験受験資格者とします｡
期

日

平成24年10月５日

試験科目
外国語(英語)
生命科学問題

試験時間
10：00〜11：30
13：00〜15：00

試

験

場

医薬保健学域医学類

外国語 (英語) の試験には, 辞書の持ち込みはできません｡
第３次選考

面接試験 (個別面接) を行い, 合格者を選考します｡
期

日

平成24年11月２日

試験科目

集合時刻

面接(個別)

12：30

試

験

場

医薬保健学域医学類

昼食は集合前に済ませてください｡
８ 受験票の発送及び合格者発表
受験票の発送
受験票は, ９月12日
課へ連絡してください｡

頃に本人に発送します｡ ９月19日 までに到着しない場合は, 学生部入試
電話 (076)264−5169, 5177〜5179

第１次選考
第１次選考試験 (書類選考) に合格し, 第２次選考試験受験資格者となった志願者の受験番号を,
医薬保健学域医学類に掲示するとともに, 志願者全員に郵便で通知します｡
発表日時：平成24年９月20日

午後４時頃

第２次選考
第２次選考試験 (筆記試験) に合格し, 第３次選考試験受験資格者となった志願者の受験番号を,
医薬保健学域医学類に掲示するとともに, 第２次選考試験受験者全員に郵便で通知します｡
発表日時：平成24年10月19日

午後４時頃

第３次選考
第３次選考試験 (面接試験) に合格した者の受験番号を, 医薬保健学域医学類に掲示するととも
に, 第３次選考試験受験者全員に郵便で通知します｡
発表日時：平成24年11月15日

午後４時頃

①第１次, 第２次及び第３次選考の結果 (合格発表) は, 金沢大学大学院医薬保健学総合研究科・
医薬保健学域医学類ホームページに掲載します｡
②電話による合否の照会は, 間違いの恐れがありますので応じません｡
③受験した結果が, 当該試験結果発表日から３日を経過しても到着しない場合は, 次のところへ電
話で確認してください｡
確認先：金沢大学医薬保健系事務部学生課医学学務係

電話 (076)265−2809, 2125

入学手続は11月下旬に行います｡ 入学手続等の詳細は, 第３次選考合格通知に同封します｡
９ 障害のある者等の出願
障害等があり, 受験及び修学上の配慮を必要とする場合は, 出願に先立ち, 事前相談書等を提出し,
相談してください｡
相談締切日

平成24年８月29日

提出書類
①

事前相談書 (次の事項及び連絡先について記載したもので, 様式は問わない｡)
ア

病気・負傷や障害等の種類・程度

イ

受験について配慮を希望する事項

ウ

修学について配慮を希望する事項

エ

出身大学等でとられていた配慮

オ

日常生活の状況

カ

その他参考となる書類

②

医師の診断書 (上記のア, イ, ウ, オに関する項目を記載してください｡)

③

その他参考書類 (障害者手帳の写し等)
相談先

〒920-1192

金沢市角間町

金沢大学学生部入試課入学試験係
電話 (076)264−5169, 5177〜5179
FAX (076)234−4042
10 入学時に要する経費
入

学

料

282,000円 (予定)

授業料(前期分)

267,900円 (予定)

上記の納付金額は予定額であり, 入学時または在学中に入学料・授業料が改定された場合には,
改定時から新入学料・新授業料が適用されます｡
その他学生教育研究災害傷害保険料4,050円 (５年分), 学生健康保険組合費15,000円 (５年分)
及び学研災附帯学生生活総合保険料

Ａタイプ42,550円〜Ｄタイプ54,400円 (いずれも５年分)

な

どがあります｡ 詳細は, 入学手続等通知の際にお知らせします｡
11 欠員補充の方法
入学手続を完了した者が募集人員に満たない場合は, 追加合格により欠員を補充します｡ 追加合格
該当者には12月上旬以降に入学願書に記載された受信場所へ通知します｡

12 留意事項
出願書類に不正な事実があった場合, 入学許可を取り消すことがあります｡
試験当日は, 必ず受験票を持参してください｡
携帯電話やパソコン, 音の出る電子機器類 (イヤホン等を使用するものも含む) は使用できない
ので注意してください｡
受験票の(注)を熟読の上, 受験してください｡
金沢大学大学院医薬保健学総合研究科・医薬保健学域医学類ホームページ
アドレス

http://www.m.kanazawa-u.ac.jp/entrance/index.html

受験に伴う宿泊施設の斡旋は行いません｡
本試験に関する照会先
〒920-8640

金沢市宝町13番１号

金沢大学医薬保健系事務部学生課医学学務係

電話 (076)265−2809, 2125

13 個人情報の保護
金沢大学では, ｢国立大学法人金沢大学個人情報管理規程｣ 等を制定し, 本学が保有する個人情報
の適正な管理と保護に努めています｡
大学が入学者選抜を通じて取得した個人情報及び入学手続時に提出していただく書類に記載されて
いる全ての個人情報は, 次の業務で利用します｡
入学者選抜及び入学手続に関わる業務
入学後の学籍管理, 修学指導に関わる業務及び健康診断等の保健管理に関わる業務
入学料免除, 授業料免除, 奨学生選考等の修学支援に関わる業務
入学料・授業料の納入に関わる業務及び収納業務を委託する金融機関での必要な業務
入学者選抜に関する個人が特定できない形で行う調査研究業務
卒業生に対する学習成果等調査 (アウトカムズ・アセスメント), 同窓会活動への支援等に関す
る業務
その他, 個人が特定できない形で行う統計処理業務

金沢大学医薬保健学域医学類の位置

ＪＲ金沢駅から金沢大学医薬保健学域医学類までの交通機関
ＪＲ金沢駅東口バスターミナル③の北陸鉄道バス３番のりばから
｢錦町｣ ｢東部車庫｣ ｢金沢東高校｣ ｢金沢学院大学｣ ｢湯涌温泉｣
｢北陸大学｣ 行きのいずれかに乗車し, ｢小立野｣ または ｢大学病
院前｣ で下車｡(ＪＲ金沢駅から約20分)徒歩５分｡
｢金沢大学 (角間)｣ 行きには乗車しないでください｡

募集要項請求方法
この要項 (出願書類等を含む｡) の郵送を希望する場合は, 封筒の表に
｢医学類編入学学生募集要項請求｣ と朱書し, 返信用封筒 (角形２号, 200
円切手を貼付し, 受信者の郵便番号・住所・氏名を明記したもの｡) を
同封の上, 次のところへ申し込んでください｡
金沢大学医薬保健系事務部学生課医学学務係
〒920-8640
金沢市宝町13番１号
０７６−２６５−２８０９, ２１２５

