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地域特別枠推薦選抜
学生募集要項

【重要】
今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては，本募集要項に記載されている「特別選抜」
の選抜方法を変更して実施することがあります。また，各選抜の出願期間や試験日程等についても今後
変更することがあります。変更することを決定した場合は，直ちに本学Ｗｅｂページでお知らせします。

新型コロナウイルス感染症対策に伴う
本学入学者選抜の対応について

本年度，新型コロナウイルス感染症対策の影響により，多くの各種スポー
ツ・文化関係の行事，大会，資格・検定試験等が中止・延期または規模縮小等
となっています。そのため，それらに参加できず，結果を活動報告や調査書等
に記載できない場合は，志願者の成果獲得に向けた努力のプロセスやそれら
に代わる目標に向けた努力等を記載するようにしてください。
なお，高等学校等における部活動等の諸活動の実績や資格検定試験等の成
果を評価する際には，中止・延期等となった大会や資格・検定試験等に参加で
きず，結果を記載できないことをもって入学志願者が不利益を被ることがな
いよう配慮します。また，高等学校等の臨時休業の実施の結果，出席日数や特
別活動の記録や指導上参考となる諸事項の記載が少ないことをもって，入学
志願者が不利益を被ることがないよう配慮します。
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入学者選抜日程
１．出願期間 2021年1月28日（木）～2月4日（木）17時必着
※2020年12月1日（火）より入学検定料の振込可
２．面接試験 2021年2月11日（木・祝）
３．合格発表 2021年2月16日（火）13時
４．入学手続 2021年2月16日（火）～2月19日（金）
※本学が実施する「地域特別枠推薦選抜（医学部医学科）
」に出願する場合は，令和3年
度大学入学共通テストにおいて本学が指定した教科・科目（6ページ参照）を受験す
る必要があるので留意すること。

東京医科歯科大学の理念とアドミッション・ポリシー
【基本理念】
「知と癒しの匠を創造し，人々の幸福に貢献する」
学問と教育の聖地，湯島・昌平坂に建つ本学は，医療系総合大学として「知と癒しの匠」を創造し，
東京のこの地から世界へと翼を広げ，人々の健康と社会の福祉に貢献します。
・教育について
幅広い教養と豊かな人間性，高い倫理観，自ら考え解決する創造性と開拓力，国際性と指導力を備え
た人材を育成します。
・研究について
さまざまな学問領域の英知を結集して，時代に先駆ける研究を推し進め，その成果を広く社会に還元
します。
・医療について
心と身体を癒す質の高い医療を，地域に提供するとともに，国内さらに世界へと広めていきます。
この理念に基づき，本学の全構成員がそれぞれの役割を自覚し，自らの使命を果たします。
【教育理念】
１．幅広い教養と豊かな感性を備えた人間性の涵養を目指す
病める人と向き合う医療人は，患者の痛みが分かり，そして患者を取り巻く様々な状況をも理解しな
ければなりません。それには豊かな教養と人間への深い洞察力，高い倫理観と説明能力を備えなければ
なりません。
２．自己問題提起，自己問題解決型の創造力豊かな人間を養成する
学業あるいは研究に当たっては，何事も鵜呑みにすることなく，疑問を投げかけ，種々の情報を収集，
解析し，自ら解決する能力が求められます。そうしてはじめて，独創的な研究を推進できる人材が育ま
れます。
３．国際感覚と国際競争力に優れる人材を養成する
研究成果が即座に世界に伝播する現代において，医療の分野でもその情報と時間の共有化が益々進ん
でいます。このような状況の中で，立ち遅れない，むしろ最先端を行く人材の養成に努めます。そのた
めに海外教育研究拠点，海外国際交流協定校への派遣を積極的に推進します。
【アドミッション・ポリシー】
《求める学生像》
東京医科歯科大学は，本学の基本理念に共感し，本学で学ぶという強い意志をもった多様な人材を国内
各地のみならず世界各国から受け入れたいと考えています。
本学の使命は，研究者・医療人のリーダーを育て，広く社会・人類に貢献する人材を育成することです。
それを実現するためには，幅広い教養と知識や，医療・生命科学への旺盛な好奇心のもと，問題を発見し，
解決していく能力が必要となります。
また，本学に入学し培われた経験は，日本国内のみならず，世界に発信していかなければなりません。
そのためには，国内外に幅広く目を向け，医療・社会に貢献・還元するという使命感を在学中から意識し，
卒業後に実践していく能力が必要です。
このように，本学で学ぶために必要な基礎学力と，それをさらに発展させる力，自ら考え学習する能力
と，それを生涯にわたって継続する力と意志，年齢相応の成熟度を備え，社会に貢献するために必要な倫
理観およびこれから伸びる力を有している人材を求めます。
《入学試験の基本方針》
本学の入学試験では，学力検査などにより，高等学校において修得すべき知識・技能と，それらを基に
した応用力・展開力を評価します。
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面接および提出書類により，医療に従事する者としての資質および適性，医療・生命科学領域に対する
強い関心をもち，それらの将来的な課題に対し，自ら考え解決しようとする力およびこれまでの主体性を
もった取り組み（高等学校等在籍時の自己の活動，国際感覚に優れる活動など）を評価します。
医学部医学科
【教育理念】
疾患の治療と予防及び健康の保持・増進を研究し，その成果を広く医療・福祉に応用する医学の発展
を担う指導者を育成します。
【教育目標】
１．幅広い教養と豊かな感性を備え，広い視野と高い倫理観をもつ人間性を培う。
２．自ら問題を提起して解決し，医学のフロンティアを切り開く創造能力を修得する。
３．世界的規模で働く国際人としての意識を持ち，世界に貢献できる医師・医学研究者を養成する。
【アドミッション・ポリシー】
《求める学生像》
［地域特別枠推薦選抜］
１．医学・医療に深い関心をもち，生涯にわたり学習し，知識と技能を向上させる意志を有している。
２．卓越した知的能力，科学的思考能力とそれを発展させる潜在力を有している。
３．優秀な能力を他者・社会のために活用する利他・奉仕の心を有している。
４．他者への思いやりや協調性があり，国内外の多種多様な状況を理解して分析し，未来を想像する力を
備えている。
５．コミュニケーション能力とそのための語学的素養を有している。
６．卒後は当該地域で臨床医学の発展に貢献するという決意を有している。
《入学試験の基本方針》
学力検査以外の評価方針を記載します。
［地域特別枠推薦選抜］
面接および提出書類により，当該地域の医療に貢献する熱意，能力を高く評価します。
《入学までに心がけて欲しいこと》
高等学校で学習する全ての教科が医学科教育の土台となります。各教科において基礎学力を幅広く身に
つけておくことが必要です。本学入学前に身につけておく基本要件は，高等学校での履修教科・科目の基
本からの理解です。理数系科目においては，常になぜそうなるかを考えながら，より高い学力を獲得する
よう心がける必要があります。また医学の基盤となる生物学についての理解を深め，普段から医学・医療
に関する知識を得るように努力してください。医学科教育においては，社会的一般常識，読解力，作文能
力，コミュニケーション能力も重要です。多様な背景をもつ人たちとやりとりできるようなレベルを目指
して社会的視野の涵養に努め，また日本語・英語能力の向上に努めてください。
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教養部（千葉県市川市国府台）
【教育理念】
世界に通用する医療人の基盤となる，さまざまな文化や多様な世界を理解できる教養と，他者を理解す
るための人間としての力を兼ね備えた人材を育成します。
【教育目標】
教育理念の実現のために，教養教育と専門教育を学ぶための基礎教育を並行して行い，以下の 4 つの力
を学生に獲得させる。
１．市民社会の一員として，自己と他者を理解するための幅広い教養と感性
２．科学的に考え，理解し，自ら問題を見つけ継続して学ぶ力
３．国際的な医療人として活躍するために必要なコミュニケーションの能力
４．専門教育に必要な基礎学力や思考力，技術
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募 集 要 項
１．地域特別枠推薦選抜（医学部医学科）の実施及び茨城県地域医療医師修学
資金貸与制度・長野県医学生修学資金貸与制度の概要
(1) 実施目的
国の「経済財政改革の基本方針 2009」を踏まえた医学部入学定員増に伴い茨城県及び長野県と連携
し，将来茨城県あるいは長野県内の地域医療を担う人材を育成することを目的として実施する。
(2) 修学資金の概要
【茨城県】
将来，茨城県知事が定める医療機関において，医師の業務に従事しようとする意思のもと，大
学の医学を履修する課程に設置された茨城県地域枠入学者として入学する者に対して貸与するも
ので，大学卒業後，茨城県知事の定める医療機関で貸与期間の 1.5 倍に相当する期間勤務（臨床
研修期間を含む）した場合に，返還を免除する。
貸与月額 200,000 円
【長野県】
将来，医師として長野県内の公立・公的病院等に従事する意欲のある医学生を対象とする。長
野県知事が指定する医療機関における業務に，貸与期間の 1.5 倍に相当する期間（臨床研修期間
を含む）従事した場合，全額返還を免除する。
貸与月額 200,000 円

２．入学年次

第 1 学年

３．入学時期

2021 年 4 月

４．募集人員
【茨城県】2 名以内
【長野県】2 名以内
※本選抜と特別選抜Ⅰ（学校推薦型選抜）との併願はできないので注意すること。

５．出願要件
【茨城県】
令和 3 年度大学入学共通テストにおいて本学が指定した教科・科目（6 ページ参照）を受験し
た者で，次の①～④の条件を全て満たす者
①茨城県内の高等学校（中等教育学校，特別支援学校の高等部を含む。
）を 2020 年 3 月卒業あ
るいは 2021 年 3 月卒業見込みの者，又は保護者が茨城県に居住している者で茨城県外の高
等学校（中等教育学校，特別支援学校の高等部を含む。
）を 2020 年 3 月卒業あるいは 2021 年
3 月卒業見込みの者
※詳細については茨城県地域医療支援センターホームページを確認してください。
②将来，茨城県の地域医療に貢献する熱意と能力を有する者で，学校長が責任を持って推薦で
きる者
③学習成績概評がＡ段階の者
④茨城県が実施する『令和 3 年度茨城県地域医療医師修学資金貸与制度』に応募し，本学出願
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期間前に茨城県による面接を受けた者
※詳細は以下に照会すること。
茨城県保健福祉部医療局医療人材課医師確保グループ
TEL：029-301-3191
FAX：029-301-3194
E-mail： i.doctor@pref.ibaraki.lg.jp
※茨城県枠で選抜された学生については卒業後に茨城県が策定したキャリア形成プログラムの対
象となる。
詳しくは以下を参照すること。
https://ibaraki-dl.jp/shuugakukin-chiikiwaku/

【長野県】
令和 3 年度大学入学共通テストにおいて本学が指定した教科・科目（6 ページ参照）を受験し
た者で，次の①～④の条件を全て満たす者
①高等学校（中等教育学校，特別支援学校の高等部を含む。
）を 2021 年 3 月に卒業見込みの者
または卒業後 2 年以内の者
②将来，長野県の地域医療に貢献する熱意と能力を有する者で，学校長が責任を持って推薦で
きる者
③学習成績概評がＡ段階の者
④長野県が実施する『令和 3 年度長野県医学生修学資金貸与制度』に応募することを確約し，
本学出願期間前に長野県による面接等を受け，合格した者
※詳細は以下に照会すること
長野県健康福祉部医師・看護人材確保対策課
TEL：026-235-7144（直通）
FAX：026-235-7377
E-mail： doctor@pref.nagano.lg.jp

６．推薦人員及び推薦要件等
(1) 推薦人員
【茨城県】1 校につき 2 名以内とする。
【長野県】1 校につき 2 名以内とする。
(2) 推薦要件
ア 志願者は，調査書の学習成績概評がＡに属する生徒のうち，人格・学力ともに優秀で，本学医学
科が求める人物（
「(3) 望ましい資質」参照）であると，学校長が責任を持って推薦できる者である
こと。
イ 志願者は，特に医学の勉強を強く希望し，将来はその専門分野における実践・指導に携わること
を決意していること。
ウ 志願者は，本学医学部医学科への推薦選抜に限定して志願する者に限り，かつ合格した場合には，
本学に入学することを確約できる者であること。
エ 志願者は，各県が定めている修学資金貸与条件を満たし，かつ修学資金を受給することに同意し
た者であること。
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(3) 望ましい資質
本学科の学生には，おおよそ次のような資質を備えることが望まれる。
ア 医学・医療に対する深い関心
イ 協調性とコミュニケーション能力
ウ 創造性とチャレンジ精神
エ 高い倫理性
(4) 留意事項
ア 国公立大学の学校推薦型選抜（大学入学共通テストを課す場合，課さない場合を含む）への出願
は，一つの大学・学部に限る。
イ 本学の学校推薦型選抜の結果，不合格となった者は，本学及び他の国公立大学が実施する他の一
般選抜等を受験することができる。
ウ 学校推薦型選抜の合格者は，学校推薦型選抜を実施した大学が特別の事情があるとして入学の辞
退を許可した場合を除き，他の国公立大学が実施する一般選抜等を受験しても合格者とはならない。

７．入学者選抜方法
入学者の選抜は，調査書等の内容と大学入学共通テストの成績により第 1 段階の選抜（募集人員の約 4
倍）を行う。その合格者について更に面接試験を実施し，各々総合判定により入学者を選抜する。
大学入学共通テストにおいて本学が指定する教科・科目は下表のとおりである。
「本学が指定する教科・科目」
教
科
科
目
名
等
国語
『国語』
「世界史 B」
「日本史 B」
「地理 B」
地理歴史・公民
『倫理，政治・経済』から 1 科目選択
『数学Ⅰ・数学 A』
数学
『数学Ⅱ・数学 B』
理科
「物理」
「化学」
「生物」から 2 科目選択
『英語（リスニングを含む）
』
『ドイツ語』
『フランス語』
外国語
『中国語』
『韓国語』から 1 科目選択
注 1．本学が指定する科目以外の科目を受験した場合，本学における受験資格がないものとする。また，
第 1 解答科目が指定した科目以外の場合も，本学における受験資格がないものとする。
注 2．
「外国語」の『英語』については，リスニングを含み，リーディング 100 点を 150 点満点に，リスニ
ング 100 点を 50 点満点に換算し，合計得点 200 点満点として活用する。
なお，大学入学共通テストの『英語』のリスニングが免除となる重度難聴者については，
『英語』の
リーディングの成績（100 点満点）を 200 点満点に換算し活用する。
注 3．大学入学共通テストの「地理歴史・公民」の科目において，2 科目を受験した場合は，第 1 解答科目
の成績を合否判定に用いる。

８．出願期間及び出願方法
出願は，次に掲げるとおりとする。
(1) 出願期間 2021 年 1 月 28 日（木）～2 月 4 日（木）17 時必着
※2020 年 12 月 1 日（火）より入学検定料の振込可
(2) 出願方法
①本学ホームページよりダウンロードした「宛名票」を角形２号封筒に貼付け，出願書類を一括同封
し，必ず書留速達郵便で，出願期間内に本学へ到着するよう送付すること（大学に直接持参しても
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一切受理しない。
）
。
②出願期間内に到着した場合であっても，書類等に不備がある場合は，受理しないことがある。
③出願期間を過ぎて本学に到着したものは，いかなる理由（天災によるものを除く。
）であっても受理
しない。
(3) 出願書類提出先
〒113-8510 東京都文京区湯島 1-5-45
東京医科歯科大学統合教育機構入試課学部入試係
(4) 出願受理の通知
出願書類等を受理した場合は，2 月 5 日（金）以降受験番号を記入した受験票を志願者に送付する。
ただし，第 1 段階選抜の結果，不合格となった者については，送付した「受験票」は無効となる。
※2 月 8 日（月）までに届かない場合は，入試課学部入試係へ問い合わせること。
(5) 出願書類
本学所定の様式 1～11 については，以下の本学ホームページからダウンロードして使用すること。
http://www.tmd.ac.jp/admissions/faculty2/system/region/index.html
出 願 書 類
1

入学志願票

2

受験票・写真票

3

入学志願者の履歴等記入票

4

大学入学共通テスト
成績請求票

5

推薦書

6

志願理由書

7

確約書

摘
要
１．本学所定の様式１～３に，志願者が自筆で記入すること。
２．黒又は青のボールペンで丁寧に記入すること｡（消せるボール
ペンは不可）
３．漢字は楷書で，数字は算用数字で正確に記入し，該当する字
句を○で囲むこと。
４．誤って記入した場合は，誤記入の部分を二重線で消し，訂正
すること。
５．※の欄は，記入しないこと｡
６．写真は，出願日以前 3 ヶ月以内に撮影した，正面・無帽・上
半身（縦 4cm×横 3cm）のものを使用し，｢入学志願票｣，｢受験
票・写真票｣ にそれぞれ同一のものを貼付すること｡
（写真は 3 枚必要）
７．
「現住所」欄及び「入試に関する確実な連絡先」欄は，提出書
類等の不備についての問い合わせ等を行う場合に確実に連絡
できる場所を記入すること。
「国公立推薦選抜用」を「入学志願調査票」の所定の欄に貼付
すること。
本学所定の様式 4 を使用し，当該高等学校等の教員が作成する
(厳封）
※作成にあたっては「(6)推薦書作成上の注意」を参照のこと。
本学所定の様式 5, 6 を使用し，志願者が黒又は青のボールペ
ンで自筆により記入すること。
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調査書

文部科学省が定めた様式により，当該学校長が作成し厳封した
ものを提出すること。
※既卒者については，2020 年 4 月 1 日以降発行のものを提出する
こと。また，廃校，被災，その他の事情により出身学校長の調
査書が得られない場合には，卒業証明書及び成績証明書又は単
位修得証明書，成績通信簿の写し（本人が保管しているもの）
等，入学志願者が提出できる書類をもって調査書に代えること
ができる。

9

検定料

17,000 円（※振込手数料は，振込人負担とする。
）
以下の検定料振込先に振り込むこと。出願の際，振り込んだこ
とがわかる証明書を同封すること。
検定料振込先：三菱 UFJ 銀行本店 普通預金 7897115
国立大学法人 東京医科歯科大学
振込人氏名の前に，必ず「11000」の番号を入力し振り込むこと。

10

第 1 段階選抜結果通知用封筒

11

受験票等返信用封筒

8

12
13

選抜結果通知用封筒
（志願者用）
選抜結果通知用封筒
（学校長用）

本学所定の様式 7～10 に，本学からの通知が確実に届く志願者
の住所・氏名又は学校所在地・学校名を所定の欄に記入し，角形
2 号の封筒に貼り付けること。角形 2 号の全ての封筒に郵便切手
（750 円）を必ず貼付すること。
（注）これらの封筒については簡易書留速達郵便で郵送するた
め，不在の場合は，郵便局保管期間内に必ず受領すること。

出願する際に 本学所定の様式 11 により，出願書類が揃って
14
出願書類確認票
いることを確認すること。
（注）様式 11 も同封して送付すること。
注１．出願手続完了後の提出書類の返却及び内容変更は認めない。
２．出願手続が完了した者の検定料は，いかなる理由があっても返還しない。ただし，
「第 1 段階選抜
不合格者」及び地域特別枠推薦選抜（医学部医学科）出願受理後に大学入学共通テスト受験科目の
不足等による「出願無資格者」であることが判明した者に対しては，出願の際に徴収した検定料
17,000 円のうち，13,000 円を返還する。
（該当者には，第１段階選抜結果通知時に返還手続案内を
同封する。
）
(6) 推薦書作成上の注意
① 推薦書は，必ず当該高等学校等の教員が自筆で記入すること。
② 「推薦する理由」欄は，推薦する根拠と，医学を学ぶ能力と適性について記入すること。
③ 「勉学に対する所見」欄は，勉学の自発性・計画性・持続力・理解力，得意・不得意科目等につ
いて記入すること。また，学年毎の学年全体の成績順位（何人中何番）及びクラスでの成績順位
（何人中何番）を記入すること。もし，順位が出ていない場合は，推定順位を記入し，備考欄に
「推定」と記入すること。
④ 「人物に対する所見」欄は，調査書の「指導上参考となる諸事項」欄と重複しないよう具体的に
記入すること。
⑤ 「課外活動等」欄は，調査書の「特別活動」欄以外に，本人の特技その他特筆すべきことがあれ
ば具体的に記入すること。
⑥ 「生活状況等」欄は，次に該当することがあれば記入すること。
ア 志願者の健康状態
イ 引き続き 1 週間以上欠席した事情及びその理由（病気の場合は病名）
ウ 志願者の趣味・生活態度等について，特記すべき事項
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9．障害のある志願者の事前相談（受験上の配慮）
本学に入学を志願する者で，障害（学校教育法施行令第 22 条の 3 に準拠）があり，受験上又は修学
上配慮を必要とする者は，出願に先立ち，本学と事前相談を行うことが必要となるので，健康診断書等関
係書類を添えて申し出ること。必要な場合は，本学において入学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により相談を行い，その相談結果により，障害・程度に応じた配慮事項を決定す
る。
なお，体幹及び両上下肢等に障害があり，代筆解答を必要とする者は，出願期間前のできる限り早い時
期に申し出ること。
注１．日常生活において，ごく普通に使用している補聴器，松葉杖，車椅子等を持参して受験する場
合も，受験上の配慮の申し出が必要となる。
注２．出願後に不慮の事故等（交通事故，部活動中の事故，発病等）のため受験上の配慮を希望する
者は，
「受験票」及び「医師の診断書」を持参し申し出ること。
なお，申し出が試験直前であったり，申請内容への対応が直ちに出来ないような場合には，希
望する受験上の配慮が行えないこともあるので，注意すること。
≪申し出及び事前相談の期限≫ 2020 年 12 月 18 日（金）まで
≪連絡先≫ 〒113-8510 東京都文京区湯島 1-5-45
東京医科歯科大学統合教育機構入試課学部入試係
Mail: nyu-gakubu-02.adm@tmd.ac.jp
FAX: 03-5803-0106

10．面接試験の日程及び会場
(1) 日程
2021 年 2 月 11 日（木・祝）9：30 ～ 13：30（予定）
(2) 会場（15 ページ「東京医科歯科大学位置図」参照）
東京医科歯科大学（湯島地区）
：東京都文京区湯島 1-5-45
(3) 留意事項
①日程及び会場の詳細（集合時間・場所等）については，受験票送付時に通知する。
②試験当日，入構時に受験票を確認するので，必ず「受験票」を持参すること。

11．合格発表
第 1 段階選抜 2021 年 2 月 9 日（火）13 時

第 1 段階選抜合格者に対して面接試験を 2 月 11 日（木・祝）に実施す

る。

最終合格発表 2021 年 2 月 16 日（火）13 時 合格発表から面接試験までの期間が短いので留意すること。
(1) 第 1 段階選抜合格者へは，入学手続に必要な書類等を同封し送付する。
(2) 最終結果については，第 1 段階選抜合格者及び当該学校長あてに通知する。
(3) 本学ホームページ上（http://www.tmd.ac.jp/）にも合格者の受験番号を掲載する。ただし，ホー
ムページ上での発表は参考として閲覧の上，必ず上記の結果通知により確認すること。
(4) 電話による「合格発表」に関する問い合わせには，一切応じない。

12．入学手続
(1) 入学手続期間
2021 年 2 月 16 日（火）～2 月 19 日（金）
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注１．書留郵便にて，2 月 19 日（金）17 時までに必着のこと。
２．
「入学料免除」又は「入学料徴収猶予」制度を利用するものは，事前に学生支援・保健管理
機構学生支援事務室学生支援総括係の窓口で所定の手続をとること。
（TEL：03-5803-5077）
(2) 送付先
〒113-8510 東京都文京区湯島 1-5-45
東京医科歯科大学統合教育機構入試課学部入試係
(3) 入学手続に必要なもの
①令和 3 年度大学入学共通テスト受験票（コピー不可）
②本学の受験票（地域特別枠推薦選抜）
（コピー不可）
③入学料 282,000 円（2020 年度実績）
注１．入学料は，第 1 段階選抜合格通知に同封する「大学所定の振込依頼書」により，最寄りの
銀行窓口（ゆうちょ銀行からは振込不可）から，本学に来学する前に納付すること（振込手数
料は，振込人負担）
。その際銀行から発行される「東京医科歯科大学入学料納付証明書」に銀行
収納印があることを確認すること。
２．ATM（現金自動預払機）による振込はできないので，必ず銀行窓口で払い込むこと。
３．
「入学料免除」又は「入学料徴収猶予」の申請を行う者は入学手続きの際に学生支援事務室
窓口に申請すること。
（12 ページ参照）
④受験票返送用封筒
注．長形 3 号の封筒に，合格者の住所・氏名・郵便番号を明記の上，郵便切手（704 円）を貼付
し，3 つ折りにすること。
(4) 授業料（2020 年度実績）
前期分 321,480 円 後期分 321,480 円
年額 642,960 円
※授業料は，合格通知に同封する「預金口座振替依頼書」により，所定の手続を行い，入学後に指定
された預金口座から自動引き落としとなる。
(5) その他
①所定の入学手続期間に入学手続を行わない場合，入学を辞退したものとして取り扱う。
②納付済みの入学料は，いかなる理由があっても返還しない。
③入学料・授業料について，改定が行われた場合は，改定時から新料金が適用される。
④入学料・授業料の納付に関する問い合わせ先
財務部財務企画課資金管理係（TEL：03－5803－5048）
⑤「入学料免除」
・
「入学料徴収猶予」制度を利用する者（利用を考えている者）は，入学手続時に入
学料を納入した場合，本制度を利用することができなくなるので，事前に学生支援事務室学生支援
総括係（12 ページ参照）へ問い合わせること。
⑥入学後入学料・授業料の他に別途，諸経費が必要になる。
（入学関係書類とともに 3 月下旬頃に案
内を送付する。
）

13．合格者に関する留意事項
(1) 推薦選抜の合格者は，他の国公立大学（独自日程で入学者選抜試験を行う公立大学・学部を除
く。
）を受験しても入学許可は得られない。
(2) 推薦選抜の合格者が，特別の事情が生じ入学を辞退する場合には，当該合格者の推薦を行った学
校長名による「推薦選抜辞退願」
（様式自由）に理由を付し，2021 年 2 月 19 日（金）17 時までに，
本学学長あてに提出し，その許可を得なければならない。
入学辞退の許可が得られた場合は，本学及び他の国公立大学が実施する一般選抜等を受験するこ
とができる。
※本学では，推薦選抜の合格者の入学辞退については，原則認めていない。
(3) 合格者が入学又は入学辞退のいずれかの手続も行わないままとすることのないよう注意するこ
と。
- 10 -

(4) 入学手続完了者で，推薦を受けた学校を卒業又は修了できない場合は，入学を取り消すこととな
る。

14．不合格となった場合の取扱い
(1) 推薦選抜の結果，不合格となった者は，本学及び他の国公立大学が実施する一般選抜等を受験す
ることができる。
ただし，大学入学共通テストの受験を要する教科・科目等は，当該大学の指示するところによる。
(2) 本学の一般選抜を受験しようとする場合は，改めて出願しなければならない。詳細は 2020 年 11
月下旬に発表予定の「2021 年度一般選抜学生募集要項」を参照すること。

15．募集要項に関する問い合わせ
照会は，e-mail 又は FAX により行うこと。
（氏名，返信メールアドレス又は返信用の FAX 番号を記入す
ること。
）
≪照会先≫〒113-8510 東京都文京区湯島 1-5-45
東京医科歯科大学統合教育機構入試課学部入試係
Mail：nyu-gakubu-02.adm＠tmd.ac.jp
FAX：03－5803－0106

16．個人情報の取扱い
個人情報については，
「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」及び「国立大学法人
東京医科歯科大学個人情報管理規則」に基づき，次のとおり取り扱う。
(1) 個人情報の利用
①出願書類に記載された個人情報については，入学者選抜業務（出願登録処理，選抜実施，合格発
表，入学手続）を行うために利用する。
②入学者選抜に用いた試験成績等の個人情報を，今後の入学者選抜及び大学教育の改善のための調
査研究や学術研究の資料として利用する場合がある。
（調査研究の発表に際しては，個人が特定で
きない形で行う。
）
③入学者の個人情報については，教務関係（学籍管理，就学指導等）
，学生支援関係（健康管理，授
業料免除・奨学金申請，就職支援等）
，授業料徴収に関する業務を行うために利用する。
④国公立大学の一般選抜における合格決定業務を円滑に行うため，氏名に限って，推薦選抜の合格
及び入学手続等に関する個人情報が，独立行政法人大学入試センター及び併願先の国公立大学に
送達される。
⑤茨城県地域医療医師修学資金貸与制度または長野県医学生修学資金貸与制度の実施に伴い，茨城
県または長野県に必要な合格者の個人情報を送達することがある。
(2) 個人情報に関する業務の委託
上記(1)の各種業務での利用に当たっては，個人情報の適切な取り扱いに関する契約を締結した上
で，一部の業務を外部の事業者に委託することがある｡
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入学料及び授業料の免除並びに徴収猶予について
（注）問い合わせ先（窓口）
：学生支援・保健管理機構学生支援事務室学生支援総括係（03-5803-5077）
詳細は本学ホームページ「入学料・授業料の免除・徴収猶予について」を参照すること。
http://www.tmd.ac.jp/campuslife/exemption/index.html
(1) 入学料〔入学料：282,000 円〕
○免除
経済的に困難な学生の入学料を免除する制度である。
（詳しくは「本学 HP→学生生活→入学料・授
業料の免除・徴収猶予について」を適宜確認すること。
）
※免除書類提出後は，決定通知があるまで納付しないこと。
○徴収猶予
入学手続期間内に入学料の納付が困難で，学業が優秀と認められる者に対して許可される。
※猶予書類提出後は，決定通知があるまで納付しないこと。
◆申請方法
①入学手続き期間内に『
「入学料徴収猶予申請書-「様式 2」または「様式 2-2」
』のみを学生支援
事務室へ提出。
日本学生支援機構給付型奨学金予約採用候補者及び本学進学後日本学生支援機構給付型奨学金
申込予定の方は入学料を支払わず上記手続きを行ってください。
②他申請書類一式を所定の期間（4 月頃）に提出する。
（提出期間は絶対厳守。提出期間を過ぎた場合は一切受付けない。
）
※免除制度・徴収猶予制度共に，全額免除を許可された者または徴収猶予を認められた者を除くす
べての者は，告示後 14 日以内に入学料を納付しない場合，除籍処分となりますので，注意するこ
と。
※日本学生支援機構給付型奨学金の予約採用区分が第一区分の方は入学料が全額免除されますので
②他申請書類の提出は不要です。日本学生支援機構給付型奨学金の予約採用区分が第一区分以外
で①の書類を提出した方は必ず他申請書類一式を所定の期間に提出してください。
(2) 授業料 〔授業料（半期分）
：321,480 円〕
○免除
経済的に困難な学生の授業料を免除する制度である。
（詳しくは本学 HP→学生生活→入学料・授業
料の免除・徴収猶予について を適宜確認すること。
）
○徴収猶予
授業料の納付が困難で，学業が優秀と認められる者に対して許可される。
※猶予書類提出後は，決定通知があるまで納付しないこと。
※免除書類提出後は，決定通知があるまで納付しないこと。
（提出期間（4 月頃）は絶対厳守。提出期間を過ぎた場合は一切受付けない。
）
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東京医科歯科大学生活協同組合の資料請求
東京医科歯科大学生活協同組合は，学生，院生，教職員一人ひとりが出し合った出資金で運営され，組合
員の学生生活をサポートするため組合員の声をもとに書籍，購買，プレイガイド，食堂，共済・保険，住
まい探し紹介などの事業を行っています。
以下のホームページ及びＱＲコードから東京医科歯科大学生活協同組合への資料を請求できます。
東京医科歯科大学生協 受験生・新入生応援サイト
（http://www.univcoop.jp/tmd/start/）
ＱＲコード
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大学入学共通テスト特例追試験受験者について
(1)特例追試験について（令和３年度大学入学者選抜実施要項より抜粋）
入学志願者が新型コロナウィルス感染症の影響に伴う学業の遅れや同感染症に罹患した場合等にも対
応できる選択肢を確保するため，日程を設定することとする。(ⅱ)については，学業の遅れを理由に当該
日程を選択する者を対象とするとともに，(ⅰ)を疾病等の理由で受験できなかった者の追試験として実施
することとし，全都道府県に試験場を設置する。
上記の措置に加えて，学業の遅れを理由に(ⅱ)を選択した入学志願者が疾病等を理由に受験できなか
った場合に備え，別途，特例追試験を実施する。
(ⅰ) 令和３年１月１６日，１７日
(ⅱ) 令和３年１月３０日，３１日 ※(ⅰ)の追試験としても実施。
(ⅲ) 特例追試験 令和３年２月１３日，１４日 ※(ⅱ)の追試験として実施。
(2)本学における取扱い
地域特別枠推薦選抜（医学部医学科）受験者が，大学入学共通テストにおいて，上記(ⅲ)特例追試験
を受験した場合，日程が以下のとおり変更となる。
大学入学共通テスト
区 分

出願期間

（1/16,17,30,31）受験者

特例追試験（2/13,14）受験者

2021 年
１月 28 日（木）～
２月４日（木）
※受験票が２月８日（月）まで
に届かなければ入試課学部入
試係に連絡

2021 年
２月 15 日（月）～
17 日（水）
※受験票が２月 18 日（木）まで
に届かなければ入試課学部入試
係に連絡

合格発表（第１段階） ２月９日（火）

２月 19 日（金）

面接試験

２月 11 日（木・祝）

２月 21 日（日）

合格発表（最終）

２月 16 日（火）

２月 22 日（月）

入学手続期間

２月 16 日（火）～
19 日（金）まで

２月 22 日（月）～
26 日（金）まで
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