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TOKYO MEDICAL  AND  DENTAL UNIVERSITY 

特別選抜Ⅱ（帰国生選抜） 

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

ている内容を変更して実施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。 

https://www.tmd.ac.jp/admissions/faculty2/system/ 
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入学者選抜日程 

1. 出願期間（「Web 出願サイト」登録期間） 

2022年11月 1日（火）10時 ～ 11月 7日（月）15時まで ※6ページ参照 

※ 2022年10月25日（火）10時 サイトオープン 

2. 学力試験 2023年 2月25日（土） 

3. 面接試験 2023年 2月26日（日）※11ページ参照 

4. 合格発表 2023年 3月 6日（月）13時 

5. 入学手続 2023年 3月 6日（月） ～ 3月10日（金） 
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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》 

１．医学・医療に深い関心をもち，高い基礎学力と倫理観を備えている。 

２．協調性とコミュニケーション能力に優れ，患者の思いを慮ることができるバランスのとれた

人格を備えている。 

３．創造性とチャレンジ精神に富み，きわめて優れた語学力と豊かな国際感覚を有している。 

 

《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。 

面接および提出書類により，コミュニケーション能力，日本語・外国語能力，国際的視点な

どを評価します。 

 

《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。 

 

医学部保健衛生学科 

【教育理念】 

本学科は，看護学，検査技術学の２つの専門領域における知識・技術を教授することにとど

まらず，豊かな教養と高い倫理観に裏づけされた医療人としての感性を有し，学際的視野にた

ち，自ら問題を提起し，これを解決できる能力を備えた医療人を養成します。 

【教育目標】 

〈検査技術学専攻〉 

先端医療技術の進展に対応しうる学際的視野と研究能力を有する資質の高い人材および医

学，保健医療における検査技術の発展とその教育・指導に従事する人材を育成する。 

 

【アドミッション・ポリシー】 

《求める学生像》 

〈検査技術学専攻〉 
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１．保健医療および検査技術学に深い関心をもち，他者への思いやり，責任感，倫理観を備えて

いる。 

２．観察力，科学的思考力，問題解決力，総合判断力を備えている。 

３．人間性が豊かで，継続的に自己啓発し，探究心が旺盛である。 

４．国際感覚に優れ，保健医療を巡る国際的諸課題の解決に貢献することが期待できる。 

 

《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。 

面接および提出書類では，特に，国際感覚や世界的な保健医療への関心などを評価します。 

 

《入学までに心がけて欲しいこと》 

高等学校で学習したことが基本になることはもちろんですが，「覚える」学習にとどまらず，

日頃から「自ら調べ，自ら解決し理解を深めてゆく」姿勢を心がけて欲しいと思います。英語力

の向上にも計画的に取り組んでください。 

 

歯学部歯学科 

【教育理念】 

豊かな人間性を有し，使命感をもって全人的な歯科医療を実践し，国民の健康維持・増進に

寄与するとともに，国際的視野から歯学・歯科医療の向上に貢献できる指導者を育成します。 

 

【教育目標】 

１．幅広い教養を身につけ，歯科医師としての豊かな人間性を培う。 

２．基本的な科学の原理と概念を理解し，生命科学の知識を修得する。 

３．科学的探究心をもち，自ら問題を発見し，解決する能力を身につける。 

４．全身を理解した上で，口腔領域の疾患の予防，診断，治療に関する知識と基本的技術を修得

する。 

５．社会における歯学・歯科医療の役割とその重要性を理解する。 

 

【アドミッション・ポリシー】 

《求める学生像》 

１．国際社会で通用する卓越した語学力とコミュニケーション能力をもち，他者と論理的な議論

ができる。 

２．歯学・歯科医療に誇りと興味をもち，歯科臨床あるいは基礎研究を通して，国民の健康維

持・増進に貢献するという信念をもっている。 

３．歯学を十分修得できる基礎学力を備えている。 

４．旺盛な知的好奇心と問題解決に対する意欲をもち，行動力を備えている。 

５．幅広い視野と柔軟な感性，粘り強い探究心を有している。 

６．国際感覚を生かし，自立して歯科界のリーダーとして世界に活躍できる。 

 

《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。 

歯学・歯科医療への関心と医療人としての適性，コミュニケーション能力，積極性，協調性

を面接および提出書類から総合的に評価します。 

特に，帰国生選抜では，卓越した語学力と国際的視野，コミュニケーション能力および自己

表現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の学力を幅広く確実に身につけておいてください。このこと

が入学後の歯学科教育の土台となります。特に，大学受験で選択しなかった理科科目（特に生

物）の基礎学力を身につけておいてください。また，将来，国際的視野をもって活躍し，最先端
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の生命科学を修得するには，高い英語の学力が求められるので，英語能力の向上を常に目指して

ください。そして，普段から，社会や医学・医療に関心をもち，幅広い知識を蓄え，自分の意見

をもち，それを明確に伝えられる表現力，医療人に求められる高い倫理観と信頼される人間性を

身につけるように心がけてください。将来，多様な職種の人々と連携して行動ができるよう，日

頃から明確な目的意識，積極性，協調性をもつように心がけてください。 

 

教養部（千葉県市川市国府台） 

【教育理念】 

国際的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幅広い教

養と，他者を理解するための豊かな人間性と倫理観，自ら問題提起し解決する創造力を兼ね備え

た人材を育成する。 

 

【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. 募集人員 

 

学部・学科・専攻 修業年限 募集人員 

医 

学 

部 

医学科 6 年 若干名 

保健衛生学科 検査技術学専攻 4 年 若干名 

歯 

学 

部 

歯学科 6 年 若干名 

※ 上記募集人員は，一般選抜（前期日程）の募集人員の内数とする。  

  

2. 入学年次 第 1 学年  

  

3. 入学時期 2023 年 4 月  

  

4. 出願資格  

 

本学に入学を志願することができる者は，次の①～④を全て満たす者とする。  

① 国の内外を問わず通常の学校教育課程 12 年を修め，かつ海外において外国の教育

課程に基づく高等学校等に最終学年を含め 2 年以上継続して在籍し，2022 年 4 月

から 2023 年 3 月までの間に卒業又は卒業見込みの者。  

② 滞在国・地域の学校教育制度に基づく大学入学資格を有する者。  

③ 各国の大学入学に必要な国家試験等の統一試験又はこれに準ずる試験を受験し，試

験結果を提出することができる者。  

④ 日本国籍を有する者，入管法による「永住者」の在留資格をもつ者，又は入管特例

法による「特別永住者」。  

注 1．「入管法」とは，「出入国管理及び難民認定法」の略です。  

注 2．「入管特例法」とは，「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の

出入国管理に関する特例法」の略です。  

 

5．入学者選抜方法  

 

入学者の選抜は，志願者が提出した出願書類の評価，学力試験，面接試験の成績を総合し

て判定する。  

なお，志願者については，出願書類により選考を行い，3 名を上限として第 1 段階選抜を

実施する。 

 

【医学部医学科】  

① 出願書類の評価  
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② 学力試験  

本学の一般選抜（前期日程）の個別学力検査における数学及び理科（物理，化

学，生物から 2 科目）  

③ 個人面接（プレゼンテーション，質疑を含む。）  

外国の教育課程による学習成果についてのプレゼンテーションを行った後，提

出書類とプレゼンテーションの内容により個人面接を行う。  

  

【医学部保健衛生学科検査技術学専攻】 

① 出願書類の評価 

② 学力試験 

本学の一般選抜（前期日程）の個別学力検査における英語，数学及び理科（物

理，化学，生物から 2 科目）  

③ 個人面接（プレゼンテーション，質疑を含む。）  

外国の教育課程による学習成果についてのプレゼンテーションを行った後，提

出書類とプレゼンテーションの内容により個人面接を行う。  

  

【歯学部歯学科】  

① 出願書類の評価  

② 学力試験  

本学の一般選抜（前期日程）の個別学力検査における英語，数学及び理科（物

理，化学，生物から 2 科目）  

③ 個人面接（プレゼンテーション，質疑を含む。）  

外国の教育課程による学習成果についてのプレゼンテーションを行った後，提

出書類とプレゼンテーションの内容により個人面接を行う。  

  

6．出願期間及び出願方法 

 

出願は，「Web 出願サイト」により行うこととし，次に掲げるとおりとする。 

 

（1）出願期間（「Web 出願サイト」登録期間）  

2022 年 11 月 1 日（火）10 時 ～ 11 月 7 日（月）15 時まで  

※2022 年 10 月 25 日（火）10 時サイトオープン  

 

（2）出願方法等  

① https://www.tmd.ac.jp/admissions/faculty2/system/special3/ にアクセスして，

「Web 出願サイト」の「インターネット出願利用手順」を参照し，出願手順の

確認を行うこと。  

② https://www.tmd.ac.jp/admissions/faculty2/system/special3/ にアクセスして，

「Web 出願サイト」に登録し，入学志願票の作成・印刷を行うこと。  

③ 出願書類（入学志願票等）を書留速達郵便で提出すること。書類提出期間は以下

のとおりとする。なお，大学に直接持参しても一切受理しない｡  

2022 年 11 月 1 日（火）～11 月 7 日（月）17 時必着  

④ 書類提出期間後に到着した書類等は，いかなる理由（天災によるものを除く｡）

があっても受理しない｡また，書類等に不備がある場合は，受理しないことがあ

る｡  

⑤ 一度受理した出願書類等は，いかなる理由があっても返却しない｡  
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（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）出願受理の確認及び受験票の出力  

① 「Web 出願サイト」において，出願書類等が受理されたことを確認すること。  

② 「Web 出願サイト」において，受験番号が付番された｢受験票｣を出力すること。  

 

注 1．11 月 11 日（金）以降，受験票の出力ができる準備ができた段階で，本学より

「Web 出願サイト」に登録したメールアドレスに連絡する。  

注 2．学力試験及び面接試験を受験する際には，「本学の受験票」を必ず持参すること。  

注 3．「本学の受験票」は，合格後の入学手続時に必要となるので大切に保管すること。  

注 4．本学より「Web 出願サイト」に関する緊急の連絡がある場合は，本学ホームペー

ジ上に掲載する。  

注 5．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，「受験票」は無効と

なる。 
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（5）出願書類等  

出 願 書 類 等 摘  要 

1 入学志願票 「Web 出願サイト」から出力した用紙を提出すること。 

2 志願理由書 

「Web 出願サイト」において，以下のとおり入力するこ

と。  

【医学科志願者】  

1. 東京医科歯科大学において学びたい理由，高等学校等

在学中の自己の活動の成果及び卒業後の自己の将来

像等について（2,000 字以内） 

※英語での記載も可。英語で記載する場合は 600 

words 以内とすること。  

2. 国際感覚に優れていることを示す具体的な活動及び

経験等について（2,000 字以内） 

※英語での記載も可。英語で記載する場合は 600 

words 以内とすること。  

【保健衛生学科検査技術学専攻志願者】  

東京医科歯科大学において学びたい理由，高等学校

等在学中の自己の活動の成果（国際感覚に優れている

ことを示す具体的な活動及び経験等）及び卒業後の自

己の将来像等について（3,000 字以内） 

※英語での記載も可。英語で記載する場合は 900 

words 以内とすること。  

【歯学科志願者】  

1. 東京医科歯科大学において学びたい理由，高等学校

等在学中の自己の活動の成果及び卒業後の自己の将

来像等について（2,000 字以内） 

※英語での記載は不可。  

2. 国際感覚に優れていることを示す具体的な活動及び

経験等について（2,000 字以内） 

※英語での記載は不可。 

3 評価書（厳封） 

1. 本学所定の様式を，本学ホームページ上 

（https://www.tmd.ac.jp/admissions/faculty2/system/ 

special3/）からダウンロードすること。  

2. 様式は変更しないこと。  

3. 当該高等学校等の教員が黒又は青のボールペンで自

筆により記入するか，PDF ファイルに直接入力する

こと。  

4. 必ず A4 片面またはレターサイズ（8.5 ×11 inch）片

面で印刷し，ゼムクリップでまとめて提出すること。

（ホチキスでとめないこと。） 
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4 
国家試験等の統一試験

の試験成績評価証明書 

10 ページ「（6）国家試験等の統一試験の試験成績評価

証明書について」を参照すること。 

5 
高等学校 3 年間（4 年

間）の成績証明書 

1. 和文・英文以外の場合は，和訳又は英訳し，翻訳され

た内容が原本と相違ないことを出身高等学校，大使

館等の公的機関で証明を受けて添付すること。  

2. 公的機関での翻訳等のやむを得ない事情を除き，原

則として高等学校で厳封されたものを提出するこ

と。  

3. 飛び級あるいは繰り上げ卒業の事実について記載が

ない場合は，別にこれらのことを証明する学校発行

の書類を提出すること。  

4. 卒業見込による受験者は，在籍する学年の提出可能

な最近の学期までを含んだ，高等学校 2 年間（3 年

間）以上の成績証明書を提出すること。 

5. 高等学校 3 年間（4 年間）の在籍が日本国内と日本国

外に分かれる者，転校等で複数の高等学校に在籍し

た者は，在籍したそれぞれの高等学校から直接発行

された成績証明書を提出すること。ただし，最終の高

等学校でそれまでの成績を認定され，3 年間（4 年間）

全ての成績が記載されている場合にはその成績証明

書だけでもよい。 

6. 教育制度上，書式の定まった成績証明書がない場合，

特に書式は指定しない。ただし，成績順位及び平均点

（grade point average）の発行が可能な場合は，必

ず記載すること。なお，成績証明書の提出が不可能な

場合は，これに代わるものとして学期ごとの学業評

価レポート等の写しを提出すること。（例:イギリスの

教育制度）  

7. 高等学校のカリキュラム等についての案内書があれ

ば，できるだけ添付すること。 

6 
高等学校の卒業証明書

又は卒業見込証明書 

1. 和文・英文以外の場合は，和訳又は英訳し，翻訳され

た内容が原本と相違ないことを出身高等学校，大使館

等の公的機関で証明を受けて添付すること。  

2. 公的機関での翻訳等のやむを得ない事情を除き，原則

として高等学校で厳封されたものを提出すること。  

3. 卒業証書（Diploma）の写しを提出する場合は，原本

から正しく複製されたもの（Certified true copy）で

あることの証明を高等学校から受けた後，提出するこ

と。  

4. 成績証明書に卒業年月が明記されている場合は提出

不要。  

5. 教育制度上，卒業証明書，卒業証書に該当するものが

ない場合は，その旨記載の書面を提出すること。 
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7 

英語の成績を証明する

もの（原本） 

＜医学部医学科のみ＞ 

出願期間の初日より遡及して 6 ヶ月以内に受験した

「TOEFL iBT」又は「IELTS」スコアレポートを提出す

ること。（原本は，第 1 段階選抜を実施する学科について

は，第 1 段階選抜結果通知時に同封して返却する。） 

8 入学検定料・郵送料 

19,160 円 

（入学検定料 17,000 円＋郵送料 2,160 円（720 円× 3）） 

 

郵送料は本学より結果通知等を送付する際に使用す

る。また，支払時に，「Web 出願サイト」手数料が別途発

生する。なお，「Web 出願サイト」手数料は入学検定料の

支払い毎に発生する。 

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。  

注 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 円及び郵送料 1,440 円（720 円× 2）を返還する。なお，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）国家試験等の統一試験の試験成績評価証明書について  

① 各国の大学入学に必要な国家試験等の統一試験を受験し，科目別の評価が明示

された試験成績評価証明書を提出すること。  

② 統一試験で全体として合否の判定が行われる場合は，必ず合格していること。  

③ 試験成績評価証明書は，統一試験実施団体から発行された原本から正しく複製

されたもの（Certified true copy）であることの証明を高等学校から受けた後，

提出すること。あるいは，高等学校で統一試験実施団体からのものに代わる試

験成績評価証明書を作成してもらい，提出すること。  

④ 和文・英文以外の場合は，和訳又は英訳し，翻訳された内容が原本と相違ない

ことを出身高等学校，大使館等の公的機関で証明を受けて添付すること。  

 

【アメリカ合衆国の教育制度によるもの】  

次の 証明書を提出すること。  

1）SAT Reasoning Test  

2）数学及び他の自然科学系の科目を含んだ成績評価証明書 

 

【イギリスの教育制度によるもの】  

次の条件に従い，試験成績評価証明書を提出すること。  

1）科目数は次のいずれかの条件を満たすこと。  

ⅰ GCE Advanced Level 3 科目 

ⅱ GCE Advanced Level 2 科目と GCE Advanced Subsidiary Level 

2 科目の合計 4 科目  

2）成績評価が E 以上であること。  

3）数学及び他の自然科学系の科目を含んでいること。  

  

【統一試験のあるその他の国の教育制度によるもの】  
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統一試験の規則によって受験した試験成績評価証明書を提出すること。ただ

し，数学及び他の自然科学系の科目を含んでいること。 

 

7．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，障害の種類・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. 申し出及び事前相談の期限後に不慮の事故等（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，申し出が試験の直前である等，申請内容への対応が直ちにで

き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≫ 2022 年 10 月 14 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 

 

8．試験の日程及び会場 

 

 （1）日程 

学力試験 2023 年 2 月 25 日（土）詳細は後日通知する。 

面接試験 2023 年 2 月 26 日（日）詳細は後日通知する。  

 

 （2）学力試験会場（20 ページ「代々木ゼミナール本部校代ゼミタワー位置図」参照） 

代々木ゼミナール本部校代ゼミタワー 東京都渋谷区代々木 2-25-7 

※試験会場は追加する場合がある。 

      

（3）面接試験会場（19 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 

 

9. 受験者心得  

 

（1） 携帯電話，スマートフォン，ウェアラブル端末，電子辞書，IC レコーダー等の電

子機器類は試験室に入る前に必ずアラームの設定を解除し，電源を切ってかばん等

にしまっておくこと。試験時間中に，これらを身に付けていたり，手に持っている

場合は，不正行為となるので，注意すること。不正行為を行った場合は，その場で
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受験の中止と退室を命じられ，それ以後の受験はできなくなる。また，受験した全

ての試験の成績を無効とする。 

（2） 試験当日は，掲示等により各自の試験室を確認し，指定された時間までに入室する

こと。 

（3） 試験当日，やむを得ない事情により遅刻した場合は，試験開始後 30 分まで受験を

認める。ただし，試験時間の延長は認めない。 

（4） 試験前日に，試験室の下見等のために本学及び代々木ゼミナール本部校代ゼミタワ

ーの構内に入ることは禁止する。また，試験当日は，保護者等の付き添い者は本学

及び代々木ゼミナール本部校代ゼミタワーの構内に入ることはできない。 

（5） 学力試験で 1 科目でも受験しない者及び面接試験を受けない者は，不合格となるの

で注意すること。 

（6） 提出された出願書類の記載内容が著しく事実と相違する場合は，入学後でも入学許

可を取り消すことがある。 

（7） 日程及び会場の詳細（集合時間，集合場所等）については，第 1 段階選抜合格者の

み 2023 年 2 月中旬に通知する。 

（8） 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。  

（9） 試験場へは，公共交通機関を利用すること。自動車や二輪車での来場は固くお断り

している。 

 

10．合格発表  

 

（1）第 1 段階選抜合格発表  

2022 年 11 月 14 日（月）13 時  

① 受験者全員に選抜結果を通知する。  

② 合否照会システム（https://www.gouhi.com/tmdu/）にて発表する。ただし，合否

照会システム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。  

③ 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。  

 

（2）最終合格発表  

2023 年 3 月 6 日（月）13 時 

① 受験者全員に選抜結果を通知する。  

② 合格者へは入学手続に必要な書類等を同封し送付する。 

③ 合否照会システム（https://www.gouhi.com/tmdu/）にて発表する。ただし，

合否照会システム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。  

 

 

11．入学手続  

 

（1）入学手続期間  

2023 年 3 月 6 日（月）～3 月 10 日（金）17 時必着 

① 書留速達郵便にて，3 月 10 日（金）17 時までに必着のこと。  

② 日本国外から郵送する場合は，以下の【日本国外から郵送する場合】を参考にす

ること。  
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【日本国外から郵送する場合】  

下表の内容を記載した封筒に入学手続書類を一括同封し，EMS(Express Mail 

Service)等の最速の国際郵便で，入学手続期間内に本学に到着するよう送付するこ

と。（大学に直接持参しても一切受理しない。）  

 

《下表》 

宛  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  

  

※英語で記載する必要がある場合は以下のとおり記載してく

ださい。  

Admission Section, Institute of Education,  

Tokyo Medical and Dental University  

1-5-45, Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8510, JAPAN 

電話番号 +81-3-5803-5084 

入試区分 

特別選抜Ⅱ（帰国生選抜）  

※宛名ラベルに記載する場所が無い場合は，封筒表面に記載

してください。 

受験学部等 

▽▽学部▽▽学科▽▽専攻  

※宛名ラベルに記載する場所が無い場合は，封筒表面に記載

してください。 

合格者住所 ▽▽▽▽▽▽ 

合格者氏名 ▽▽▽▽▽▽ 

 

（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 入学料 282,000 円（2022 年度実績）  

【日本国内から振り込む場合】  

1． 別紙「入学料納付証明書貼付台紙」に入学料（282,000 円）を振り込んだこ

とがわかるもの（例：銀行窓口での振込依頼書，ATM ご利用明細票，インタ

ーネットバンキング振込完了ページを印刷したもの等）を貼付すること｡ 

入学料振込先：三菱 UFJ 銀行 本店 

普通預金 7897102 

国立大学法人 東京医科歯科大学 

※ 振込人氏名の前に必ず「受験番号（7 桁）」を入力し振り込むこと。 

2．振込手数料は，振込人負担となる｡ 
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【日本国外から振り込む場合】  

1． 振込手数料は，振込人負担となる。  

2． 電信送金により入学料，手数料（自国で発生する送金手数料）及び日本国内

円為替取引手数料を振り込むこと。  

3． 依頼人負担の指定を行わない場合，手数料を差し引いた残額しか入金されな

いため，入学料不足となり，入学手続が未完了となり，入学することが出来

なくなる場合があるので注意すること。  

4． 振込先の口座については，入試課学部入試係に問い合わせること。  

Mail: nyu-gakubu-02.adm@tmd.ac.jp  

5. 送金後の外国送金依頼書のコピーを入学手続書類と一緒に同封すること。  

注．「入学料免除」又は「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，本制度を利用できな

くなるので，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

係へ問い合わせること。（16 ページ参照） 

② 本学の受験票（試験時に持参したもの）  

③ 受験票返送用封筒（入学手続後） 

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

（674 円）を貼付し，3 つ折りにすること。 

 

（4）授業料（2022 年度実績）  

前期分 321,480 円 後期分 321,480 円 年額 642,960 円  

注．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 月中旬頃に案内を送付する。）  

 

12．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。） 
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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），授業料徴収及び研

究教育振興関係に関する業務を行うために利用する。  

（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。 

 

13．問い合わせ先 

 

照会は，e-mail 又は FAX により行うこと。（氏名，返信用のメールアドレス又は返信用

の FAX 番号を記入すること。）  

 

≪本募集要項の内容に関する照会先≫  

〒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 

 

≪査証取得・入国手続に関する照会先≫ 

〒113-8510 東京都文京区湯島 1-5-45  

東京医科歯科大学統合国際機構国際交流課学生受入係  

Mail: fssu@ml.tmd.ac.jp 

FAX: 03-5803-0366 
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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：学生支援・保健管理機構学生支援事務室学生支援総括係

（kousei.adm@ml.tmd.ac.jp） 

詳細は本学ホームページ「入学料・授業料免除・徴収猶予について」を参照すること。 

https://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。  

※修学支援新制度の対象者は区分に応じて入学料・授業料が免除される。修学支援新制度の

予約採用者及び４月に申請予定者は入学料を入学手続き期間中に納付せずに「入学料徴収猶

予申請書「様式 2」または「様式 2-2」」を提出すること。 

※修学支援新制度の予約採用者（奨学生採用候補者）は以下のホームページの［>奨学生の

募集について >①予約採用］の項目を確認のうえ，速やかに「採用候補者決定通知」の写し 

（写真）を学生支援事務室学生支援総括係［kousei.adm@ml.tmd.ac.jp］にメールに添付し 

て提出してください。学生支援総括係がこのメールを受領した後，今後必要な手続きにつ 

いてメールで連絡します。 

https://www.tmd.ac.jp/campuslife/scholarship/JASSO/JASSO.html  

日本学生支援機構（JASSO）給付奨学金の採用候補者並びに，入学後に JASSO 給付奨学金

に申請を予定している者は，入学料を誤って振り込まないでください。 
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(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。 

 

 

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 

（https://www.univcoop.jp/tmd/start/） 

 

ＱＲコード 
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追試験の実施について 

 

令和 5 (2023)年度特別選抜Ⅱ（帰国生選抜）では，以下のとおり追試験を実施する。 

 

１ 対象者 

  志願者のうち，以下の理由により当初の試験を欠席し，追試験の受験を希望する者とする。 

(1) 新型コロナウィルス感染症に罹患し，試験日までに医師に治癒したと診断されていない者 

(2) 試験前に保健所等から濃厚接触者に該当するとされた者 

(3) 新型コロナウィルス感染症による移動制限を受けた者 

(4) 新型コロナウィルス感染症と類似した症状を呈しており，感染が疑われる者 

 

２ 実施科目 

  「５．入学者選抜方法」（5 ページ）に準じる。 

 

３ 試験の日程及び会場 

 (1) 日程 

学力試験 2023 年 3 月 22 日（水）詳細は後日通知する。 

面接試験 2023 年 3 月 23 日（木）詳細は後日通知する。  

  (2) 学力試験会場及び面接試験会場（19 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 

 

４ 受験許可の単位 

 １日単位とする。ただし，個別学力検査等において１つの教科・科目でも受験した者につ

いては，体調不良の申し出があった時点で終了していない試験時間以降の教科・科目を対象

とする。 

 

５ 申請期間・方法 

  本人又は代理人が医師の診断書等必要書類を所定の期日までにメール，ファックス等により

本学へ提出することとする。 

 

６ その他 

  追試験受験者の合格発表等の選抜日程については，後日通知する。 
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代々木ゼミナール（本部校代ゼミタワー）位置図 
 

 

東京都渋谷区代々木２－ 25 －７ 

 

 
 

JR「新宿駅」新南改札より徒歩５分                      

JR・都営地下鉄大江戸線「代々木駅」北口より徒歩５分 

都営地下鉄・京王新線「新宿駅」Ａ１口より徒歩２分 

都営地下鉄・京王新線「新宿駅」出口６より徒歩３分 

小田急線「南新宿駅」より徒歩３分 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ファミリーマート 

 

新宿駅
南口 

新南改札 



 

 

 


