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令和４(2022)年度
北海道大学医学部医学科学士編入学

（第２年次）
学 生 募 集 要 項

※　新型コロナウイルス感染症対策のため，募集要項に記載の内容と異なる内容で試験を実
施，若しくは，試験を延期又は中止する可能性がありますので，その点ご了承願います。

１．募集の趣旨

　21世紀を迎えて，医学・医療に対する社会のニーズも，高齢化や国際化社会を反映して，今まで以上に高
度な対応を迫られている。医学のこれまでの既成の概念を超え，英知を結集することが必要である。
　このような時，必要なのはアカデミック・マインドをもった多様な人材であり，社会性を伴う医学・医療
に対する十分な動機を有する医師であり医学生である。
　そのような人材として，北海道大学医学部医学科は大学を卒業した学士を迎えたい。医学以外の分野で知
的トレーニングを修め，社会的活動などを通して培われた自立した人間性・社会性を期待する。

２．募集定員

　　医学科　　５名

３．出願資格

　　次に掲げる基礎資格及び要件に該当する者
　⑴　基礎資格

　次のいずれかに該当すること。
①　修業年限４年制以上の大学を卒業した者（学士）又は令和４(2022)年３月までに卒業見込みの者
　　ただし，医学部医学科を卒業した者，又は同学科に在学中の者を除く
②　学校教育法第104条第７項の規定により学位を授与された者
③　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令和４(2022)年３月までに修了見込み

の者
　⑵　要　　件

　TOEFL-ＩTＰ,TOEFL-iBT（Home Edition 可）又はTOEIC Listening & Reading Test（TOEIC 
L&R）を受験し，TOEFL-ＩTＰの得点は530点以上,TOEFL-iBTの得点は71点以上，TOEIC L&Rの得
点は680点以上であること。（ただし，出願前２年以内に受験したものであること。）

４．編入学年次

　医学部医学科第２年次第１学期に入学し，修業年限は５年である。

５．出願期間

　令和３(2021)年７月19日（月）から７月27日（火）(午後５時まで必着）

６．出願方法

　本要項に添付する「志願用封筒」に出願書類のすべてを同封し，書留速達郵便で郵送すること。

７．出願書類

提　出　書　類　等 摘　　　　　　　　　　要

１ 入学願書
　必要事項を記入すること。
　なお，外国の大学を卒業した者及び卒業見込みの者は，初等教育（小学
校）から出願時までの学歴書（様式任意）を添付すること。
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８. 身体に障害がある者の申し出

　身体に障害がある者で，受験及び修学に際して特別な配慮を必要とする者は，令和３(2021)年７月16日
（金）までに北海道大学医学部医学科教務担当へ申し出ること。

９．出願書類の提出先及び照会先

　〒060-8638　札幌市北区北15条西７丁目
　　　　　　　北海道大学医学部医学科教務担当　　電話(011)706-5005

10．入学者選抜方法

　　入学者の選抜は，学力検査，課題論文試験，面接試験及び出願書類を総合して判定する｡
⑴　第１次選抜
　志願者に対して次の試験を行い，30名を第１次選抜の合格者とする。
【試験期日・科目等】

・第１次選抜結果の発表
　９月９日（木）午前10時，本学部公用掲示板に発表するとともに，第1次選抜試験受験者へ郵送によ
り通知する。
　なお，電話による合否の問い合わせには応じない。

⑵　第２次選抜
　第１次選抜合格者に対して，次の試験を行う。

２ 受験票・写真票
　必要事項を記入し，写真票の写真(縦４cm・横３cm，正面向き・上半
身・脱帽)は，出願日前３ヶ月以内に撮影したものを，裏面に氏名を記入の
うえ，指定欄に貼付すること。

３ 志望理由書 　直筆で記入すること。

４ 入学検定料
　３０,０００円
　最寄の郵便局又は銀行の窓口において，添付の振込用紙（郵便局・銀行
併用型，５票式）により納付すること。

５ 検定料受付証明書台紙 　氏名を記入し，上記の検定料を納付した際に交付される「検定料受付証
明書（Ｅ）」を指定欄に貼付すること。

６ 　成績証明書(大学)　
＊成績証明書(大学院)

　大学の成績証明書（出身大学〈学部〉長が作成し，厳封したもの）を提
出すること。

７
卒業(見込)証明書又は学位
授与(見込)証明書
＊大学院修了(見込)証明書

　修業年限４年制以上の大学を卒業した者又は卒業見込みの者は卒業(見込)
証明書を提出すること。
　また，学位授与機構より学士の学位を授与された者又は授与される見込
みの者は，授与（見込）証明書を提出すること。

８
TOEFL-ＩＴＰ,TOEFL-iBT
又はTOEIC L&Rのいずれ
かの成績証明書

　TOEFL-ＩＴＰ,TOEFL-iBT（Home Edition 可）又はTOEIC L&Rのい
ずれかを必ず受験し，その成績証明書（コピーでも可）を提出すること。
（ただし，出願前２年以内に受験したものであること。）

９ 宛名票シール・切手貼付票
　受験票及び試験結果通知用
　本要項に添付する宛名票に，本学部からの通知が確実に本人へ届く住所
を記入すること。（切手貼付票には374円分の切手を貼付すること。）

＊　大学院在学中又は修了した者については，大学院の成績証明書（出身大学〈研究科〉長が作成し，厳封し
たもの）及び在学証明書又は修了証明書を併せて提出すること。

試　験　日 時　　　間 科　目　等 試　験　場　所

令和３(2021)年
８月22日(日)

９：15～９：30(15分) (諸注意)
北海道大学医学部

 ９：30～11：30(120分) 生命科学総合問題
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【試験期日・科目等】

11．最終合格者の発表

　令和３(2021)年11月18日（木）午前10時

　　本学部公用掲示板に発表するとともに，第２次選抜試験受験者へ郵送により通知する。
　　なお，電話による合否の問い合わせには応じない。

12．追加合格

　定員に欠員が生じたときは，順次合格者の追加を行う。
　なお，個別の問い合わせには応じない。

13．入学手続等

　入学手続きの概要は次のとおりである。(詳細は最終合格者に別途通知する。）
⑴　入学手続期間

　令和４(2022)年１月17日（月）から１月21日（金）の午前８時30分から午後５時まで
⑵　入学料及び授業料

入学料　納入金額　　　　　282,000円【予定額】
授業料　納入金額　後期分　267,900円（年額535,800円）【予定額】

注１　上記の納付金は予定額であり，入学時及び在学中に学生納付金額の改定が行われた場合には，改
定時から新たな納付金額が適用される。

２　入学料及び授業料には，徴収の猶予・納付の免除制度があり，手続き方法等詳細は，最終合格者に
通知する。

14．修学の条件等

　入学の時期は，令和４(2022)年４月とする。
　入学後，５年以上10年以内に本学部の所定の授業科目を履修し，卒業に必要な単位を修得した者は，卒
業と認定され，医師国家試験の受験資格が与えられる。

15．注意事項

⑴　出願書類に不備がある場合は，受理しないことがある。
⑵　出願書類の変更には応じない。なお，提出された書類は一切返還しない。
⑶　既納の検定料は，次の場合を除き，返還しない。

①　検定料を納付したが出願しなかった場合又は出願書類に不備があり，受理されなかった場合
②　検定料を誤って二重に納付した場合
※　上記に該当する場合は，北海道大学医学部医学科教務担当へ請求すること。

　また，返還には相当の日数を要しますので，予めご了承願います。
なお，返還請求書類として，検定料納付後，金融機関から受け取る「検定料受付証明書（Ｅ）」又は
「郵便振替払込金受領書（振込金（兼手数料）受領書）（Ｄ）」が必要になるので，紛失しないこ
と。

⑷　出願書類及びその記載内容に虚偽のあることが判明した場合は，入学を取り消すことがある。
⑸　受験票は，８月12日（木）頃に速達郵便で送付する。
⑹　試験室等については，第１次・第２次選抜期日の前日，午後１時に試験場前に掲示する。
　　ただし，建物内に入ることは出来ない。
⑺　受験に際しては，麻疹（はしか），風疹等の感染予防のため，過去に罹ったことがなく，予防接種も

試　験　日 時　　　間 科　目　等 試　験　場　所

令和３(2021)年
10月３日(日)

10：15～10：30(15分) (諸注意)
北海道大学医学部10：30～11：30(60分) 課題論文

12：30～　　　　　　 面接
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受けていない方は，受験前に予防接種を受けておくことをお勧めします。
⑻　新型コロナウイルスに罹患し、試験日までに医師が治癒したと判断していない者や、試験日直前に保

健所等から濃厚接触者に該当するとされた者は受験できませんので，ご留意願います。
⑼　その他「受験上の注意」を６ページに記載しているので，参照すること。

16．個人情報の取り扱いについて

　本学では，出願の際に提出された入学願書等の書類に記載されている，氏名，性別，生年月日，住所，
その他の個人情報は，入学者選抜（出願処理，選考実施）及び合格者発表並びに入学手続き（入学時に必
要な経費の通知，書類の送付，入学後の連絡事項）を行うために利用します。
　利用に当たっては，一部の業務を本学より当該業務の委託を受けた業者（以下，「受託業者」とい
う。）において行うことがあります。業務委託に当たり，受託業者に対して，委託した業務を遂行するた
めに必要となる範囲に限り，お知らせいただいた個人情報の全部又は一部が提供されます。

17．学士編入学学生募集要項の請求方法並びに過去の入試問題について

　本学では，過去の入試問題については，令和３(2021)年度・令和２(2020)年度・平成31(2019)年度の過
去３年分の入試問題を公表しております。
　学士編入学学生募集要項並びに過去の入試問題の入手希望者は，以下のいずれかの方法により請求して
ください。

（ア）本学部ホームページから直接請求する方法

　北海道大学医学部ホームページ（URL https://www.med.hokudai.ac.jp）から　　テレメールを
利用して請求することができます。詳しくはホームページをご覧になり，あとは画面の指示にしたがっ
てください。

（イ）インターネットまたは自動音声応答電話で請求する方法

①　下記いずれかの方法で　　テレメールにアクセスしてください。
　　インターネット　　　　　　　　https://telemail.jp

・バーコードを読み取り，アクセスした場合は
資料請求番号の入力は不要です。

　　　　自動音声応答電話　　　　　　　IP電話　050-8601-0101（24時間受付）
※一般電話回線からの通話料金は日本全国どこ

からでも３分毎に約12円です。　
②　請求を希望する資料請求番号（６桁）をプッシュまたは入力してください。

③　あとはガイダンスに従って登録してください。
（ア）（イ）に関する注意事項

・テレメールのパスワードをお持ちの方はお届け先の登録は不要です。
・資料は通常，発送日からおおむね３～５日で届きます。ただし，日曜日や祝日をまたぐ場合は届くの

が遅くなる場合があります。また，地域や郵便事情によっては届くのに１週間程度要する場合があり
ます。なお，17時30分までの受付は当日発送，17時30分以降の受付は翌日発送になります。

・資料が１週間以上（発送開始日以前の請求分は発送開始日から１週間以上）経っても届かない場合
は，テレメールカスタマーセンターまでお問い合わせください。

・資料の料金は、お届けする資料に同封の支払い方法をご確認の上、資料到着後２週間以内に表示料金
をお支払いください。

資　料　名 資料請求番号 料金(送料含む) 受付期間 発送開始日
学士編入学学生募集要項 ９５６５０６ １８０円 ～2021.7.16 ６月上旬発送予定
過去問題 ９５６５０７ １８０円 ～2022.3.31 ５月中旬発送予定
学士編入学学生募集要項及び過去問題 ９５６５０８ ２１５円 ～2021.7.16 ６月上旬発送予定

スマートフォン･
携帯電話用
バーコード
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・料金のお支払い方法は「コンビニ支払い」「スマホアプリの請求書支払い（LINE Pay、PayPay、
au PAY)」「ケータイ払い」「クレジットカード払い」がご利用になれます。なお、支払い時に手
数料として、コンビニ払いとスマホアプリの請求書支払いは88円、ケータイ払いとクレジットカー
ド払いは50円が別途必要です。ケータイ払い、クレジットカード払い、コンビニ支払いは、1回分の
手数料で、複数資料の料金を同時に支払うこともできます。ゆうちょ銀行・郵便局での通常払込み
（ATM・窓口）もご利用になれます。

（ア）（イ）の請求方法についてのお問い合わせは

　テレメールカスタマーセンター　ＩＰ電話　050-8601-0102（9：30～18：00）まで

（ウ）医学部医学科教務担当宛に郵送により請求する方法

⑴　学生募集要項を請求する場合
　請求する封筒の表に「医学部医学科学士編入学学生募集要項請求」と朱書し，角型２号封筒に宛先を
明記し，210円分の切手を貼付した返信用封筒を同封のうえ，下記宛に請求すること。
　なお，本募集要項は，５月下旬から６月上旬（予定）配付予定である。

⑵　過去の入試問題（過去３年分）を請求する場合
　請求する封筒の表に「医学部医学科学士編入学試験過去問題請求」と朱書し，角型２号封筒に宛先を
明記し，140円分の切手を貼付した返信用封筒を同封のうえ，下記宛に請求すること。

⑶　本募集要項と過去の入試問題（過去３年分）の双方を請求する場合
　請求する封筒の表に「医学部医学科学士編入学学生募集要項及び医学部医学科学士編入学試験過去
問題請求」と朱書し，角型２号封筒に宛先を明記し，250円分の切手を貼付した返信用封筒を同封のう
え，下記宛に請求すること。
　ただし，この場合は本募集要項配布開始以降，同封して返送することとなるので注意すること。

〒060-8638　札幌市北区北15条西7丁目　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北海道大学医学部医学科教務担当

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号（011）706－5005

令和３(2021)年６月
北 海 道 大 学 医 学 部
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受 験 上 の 注 意

１．試験当日は，受験票を持参すること。

２．試験場への入場開始時刻は，「第１次選抜」においては８：40，「第２次選抜」においては9：40であ
る。

　　「第１次選抜」においては９：10，「第２次選抜」においては10：10までに，試験室に集合すること。
　　試験開始時刻（「第１次選抜」は９：30，「第２次選抜」は10：30）から30分までは遅刻を認める。30

分を超えて遅れた場合は係員の指示に従うこと。

３．試験室に入室し座席に着いたとき，受験票の「受験番号」と机の上に貼ってある「受験番号」が同じで
あることを確認すること。

４．机の上には，受験票，鉛筆，シャープペンシル，消しゴム，鉛筆削り，計時機能だけの時計，眼鏡以外
のものを置いてはならない。

　　時計のアラームは使用してはならない。
　　ウェアラブル端末，携帯電話，スマートフォン等の電源は入室前に切ること。
　　試験時間中，参考書，電動式鉛筆削り，計算や翻訳などの機能を備えた時計，身の回りのものなどは，

カバン，ビニール袋等に入れ椅子の下等に置き，机の中には入れないこと。

５．試験時間中は，監督員の指示等が聞き取れないことがあるので，「耳せん」を使用しないこと。

６．試験時間中は，途中で退室することができない。
　　試験終了後，解答用紙の回収・点検のために30分から40分を要し，この作業が完了してからでないと試

験室から退室を認めないので，帰路の交通機関の利用計画を立てる際は，この点に注意すること。（「第
２次選抜」の面接試験は，12：30から開始し，最終終了時間は，17：00頃を予定）

　　「第２次選抜」当日は，途中で試験場外に出ることはできないので，昼食を持参すること。

７．北海道大学構内は，自動車の入構を制限しており，自動車による構内への乗入れはできないので留意す
ること。

８．試験を受験する際は，感染症予防対策の一環として，マスクの着用を義務化する。忘れずに着用するこ
と。

９．上記のことを含め，受験票裏面の記載事項及び当日指示する事項に留意すること。
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【第１次・第２次選抜

　試験場】医学部　

交通案内：Ｊ Ｒ 利 用 の 場 合　札幌駅下車、徒歩20分～25分

　　　　　地下鉄南北線利用の場合　北12条駅下車、徒歩15分～20分


