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令和 5（2023）年度一般選抜（前期日程・後期日程）・私費外国人留学生特別選抜 

及び特別選抜Ⅱ（帰国生選抜）追試験について 

 

 

本資料は、一般選抜（前期日程・後期日程）・私費外国人留学生特別選抜及び特別選抜Ⅱ

（帰国生選抜）（以下「本学の試験」という。）を新型コロナウイルス感染症に罹患またはそ

れに関連する事由により受験できない者を対象とした本学の追試験希望者を対象とした案

内です。追試験を希望する者は、以下を確認の上、遺漏のないように手続きを進めること。 

 

 

１．追試験対象者 

追試験の対象者は、本学の試験に出願し受理された者のうち、以下の理由により本学の

試験が受験できず、追試験の受験を希望する者とする。ただし、一般選抜（前期日程及び後

期日程）及び特別選抜Ⅱ（帰国生選抜）については第１段階選抜合格者を対象とする。 

 

（１） 新型コロナウイルス感染症に罹患し、本学の試験日までに医師に治癒したと診断

されてない者 

（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）新型コロナウイルス感染症による移動制限を受けた者 

（４）新型コロナウイ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 

 

上記（１）～（４）以外の理由で追試験の受験は認められないので注意すること。 

※（２）に該当する者で無症状の場合、本試験の受験を認められる場合があるので、「新

型コロナウイルス感染症の無症状の濃厚接触者で本学の受験を希望する皆さんへ」

も参照のこと。 

 

 

２．実施科目、出題方法等 

それぞれの当初の本学の試験に準じる。歯学部口腔保健学科口腔保健工学専攻の実技

の課題についても当初の試験と同じものを使用する。（一般選抜学生募集要項 21 ペー

ジ参照） 
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３．入学試験日、実施会場、試験時間 

入学試験日：２０２３年３月２２日（水）、３月２３日（木） 

実施会場：東京医科歯科大学（湯島地区） 

 

（１）個別学力検査等  ２０２３年３月２２日（水） 

試験種 学部学科等 試験教科等 試験時間 

一般選抜 

（前期日程） 

 

私費外国人 

留学生特別選抜 

 

特別選抜Ⅱ 

（帰国生選抜） 

医学部医学科 

数学 9：30～11：00 

理科 12：30～14：30 

外国語 

※帰国生選抜受験

者を除く 

15：50～17：20 

医学部保健衛生学科 

（看護） 

小論文 12：30～14：30 

外国語 15：50～17：20 

医学部保健衛生学科 

（検査） 

数学 9：30～11：00 

理科 12：30～14：30 

外国語 15：50～17：20 

歯学部歯学科 

数学 9：30～11：00 

理科 12：30～14：30 

外国語 15：50～17：20 

歯学部口腔保健学科 

（衛生） 

小論文 12：30～14：30 

外国語 15：50～17：20 

歯学部口腔保健学科 

（工学） 

実技 9：30～10：30 

小論文 12：30～13：30 

一般選抜 

（後期日程） 

医学部医学科 小論文 12：30～14：30(※) 

医学部保健衛生学科 

（検査） 
小論文 12：30～14：30(※) 

歯学部歯学科 小論文 12：30～14：30(※) 

※一般選抜（後期日程）本試験 3 月 12 日（日）実施の一般選抜（後期日程）と試験

開始時間が異なるので注意すること。 

 

（２）面接試験  ２０２３年３月２３日（木） 

受験審査結果通知時に同封する受験案内等で面接時間等を確認すること。 
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４．合格発表 

２０２３年３月２６日（日）１３時 

合格者には、「Web 出願サイト」のマイページに「合格通知書」を送付する。また、

合否照会システムでも発表する。（https://www.gouhi.com/tmdu/） 

合否についての電話等によるお問い合わせには、一切応じない。 

 

 

５．入学手続期間 

２０２３年３月２６日（日）～３月３０日（木） 15 時必着 

 

追試験合格者には、「Web 出願サイト」のマイページに「合格通知書」及び「入学

手続きについて」を送付する。 

 

※本学の窓口持参による手続きは受け付けない。 

※２０２３年３月３０日（木）１５時以降に到着したものは、３月２９日（水）ま

での消印があり、かつ書留速達郵便に限り受理する。 

 

＜入学手続きに必要なもの＞ 

① 令和５（２０２３）年度東京医科歯科大学受験票（個別学力検査等受験票） 

〔試験当日に持参したもの〕 

② 令和５年度大学入学共通テストの受験票〔コピー不可〕（私費外国人留学生特別

選抜及び特別選抜Ⅱ（帰国生選抜）の場合は不要） 

③ 入学料 282,000 円（2022 年度実績） 

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控えコピー、ATM ご利用明細票

コピー、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 

＜入学料納付証明書貼付台紙のダウンロード先＞ 

https://www.tmd.ac.jp/files/topics/38208_ext_19_6.pdf 

 

④ 受験票返送用封筒（入学手続後） 

（注）合格者の住所・氏名・郵便番号を明記の上、郵便切手（674 円分、定形簡易書

留速達）を貼付し、3 つ折りにすること。 

＜入学手続書類送付先＞ 

〒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 

  

https://www.tmd.ac.jp/files/topics/38208_ext_19_6.pdf
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６．受験資格審査について 

追試験を受験希望する者は下記の方法で申請して学長の許可を得なければならない。 

 

（１）申請受付期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

※申請受付期間の最終日は 17 時厳守とする。 

※一般選抜（前期日程）において 2 月 26 日（2 日目）に 2 月 25 日（1 日目）の追試

験の申請は受け付けない。 

※一般選抜（後期日程）において 3 月 13 日（2 日目）に 3 月 12 日（1 日目）の追試

験の申請は受け付けない。 

※私費外国人留学生特別選抜において 3 月６日～3 月 13 日（2 日目）の期間に 2 月

25 日（1 日目）の追試験の申請は受け付けない。また、第 1 段階選抜不合格者は、

申請することができない。 

※特別選抜Ⅱ（帰国生選抜）において 2 月 26 日（2 日目）に 2 月 25 日（1 日目）の

追試験の申請は受け付けない。 

※いずれの日程においても１日目に追試験の受験申請をした場合、併せて２日目につい

ても追試験の受験申請をすること。 

※本学の学力検査で 1 科目でも受験しなかった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。 

  

一般選抜（前期日程）：２０２３年２月２０日（月）から２月２６日（日） 

一般選抜（後期日程）：２０２３年３月  ６日（月）から３月１3 日（月） 

私費外国人留学生特別選抜： 

【学力検査等】２０２３年２月２０日（月）から２月２５日（土） 

【面 接 試 験】２０２３年３月  ６日（月）から３月１３日（月） 

 特別選抜Ⅱ（帰国生選抜）：２０２３年２月２０日（月）から２月２６日（日） 
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（２）申請方法 

 追試験受験申請にあたって申請受付期間内に本人または代理人が以下の提出書類を用意

し、郵送で申請する。 

＜提出書類＞ 

〇追試験受験申請書（本学所定の様式） 

〇本学の受験票 

・一般選抜（前期日程・後期日程）、特別選抜Ⅱ（帰国生選抜） 

Web 出願サイトからダウンロードしたものを使用する。 

・私費外国人留学生特別選抜 

本学が発行したものを使用する。（刻印がないものは不可） 

〇医師の診断書等の証明書類（原本） 

医師の診断書等に治療期間が明記されていないものは無効とする。 

※申請時に同封が困難である場合は、代わりに理由書（様式任意）を添付し、

医師の診断書等の発行後、当該試験日の翌日までにメールもしくはファック

スで原本のデータを送付したのち、原本は簡易書留速達郵便にて本学へ郵送

する。 

※保健所から濃厚接触者として連絡が入っている者や保健所からの指導により

自宅待機等を要請されている者（移動制限者）であって証明書類の発行が困

難な場合は、申立書（本学所定の様式）に記載し、証明書類の代わりとする

ことができる。 

〇審査結果通知用の封筒 

角形 2 号封筒（240mm×332mm）に本学からの通知が確実に届く住所、氏

名を封筒の表面に明記し、返信用郵便切手（700 円分、定形外簡易書留速達）を

貼付する。 

〇その他本学が必要とする書類 

上記以外に必要に応じて書類の提出を依頼する場合もある。  



-6- 

 

なお、書類の提出前にあらかじめ下記の対応時間内に追試験を希望する旨（受験番号、

氏名、試験種を含む）を統合教育機構入試課学部入試係へ電話（入試課学部入試係：03-

5803-5084（※２月２５日のみ 03-5350-8964））で連絡すること。 

＜電話対応時間＞ 

・２月２０日（月）から２月２２日（水） ：９時００分～１７時００分 

・２月２４日（金）            ：９時００分～１７時００分 

・2 月２５日（土）及び２月２６日（日）    ：７時３０分～１７時００分 

・3 月 ６日（月）から３月１０日（金）  ：９時００分～１７時００分 

・３月１２日（日）及び３月１３日（月） ：７時３０分～１７時００分 

※宛名票を封筒の表面に貼ること。 

※申請書類が全て揃っていない場合は受付できないので、申請の際は申請書類チェッ

クリストを使用し、よく確認すること。 

※申請手続きを完了した者に係る申請書類は、本学の受験票を除き、理由の如何にかか

わらず返還しない。 

 

（３）受験資格審査 

提出された申請書類をもとに審査する。 

 

（４）受験許可単位 

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）受験許可の可否について 

追試験受験申請者には受験資格審査後、簡易書留速達郵便にて返信用封筒で審査結果

を送付する。受験許可者には「追試験受験許可書」及び受験案内等をあわせて同封する。

※一般選抜（前期日程）・私費外国人留学生特別選抜【学力検査等】及び特別選抜Ⅱ（帰

国生選抜）の追試験申請者で３月３日（金）までに「追試験受験許可書」が届かない場

合、３月６日（月）から１０日（金）9 時～17 時までに統合教育機構入試課学部入試係

（03-5803-5084）へ電話連絡すること。 

※一般選抜（後期日程）及び私費外国人留学生特別選抜【面接試験】の追試験申請者で

３月１６日（木）までに届かない場合は３月１７日（金）9 時～17 時までに統合教育機

構入試課学部入試係へ電話連絡すること。 
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７．注意事項 

・追試験当日は、「大学入学共通テスト受験票（私費外国人留学生特別選抜、特別選抜

Ⅱ（帰国生選抜）は不要）」、「本学受験票」及び「追試験受験許可書」を持参するこ

と。 

・入学検定料は徴収しない。 

・申請書類の記載事項と事実が相違している場合は、受験許可を取り消すことがある。 

・追試験は、一般選抜（前期日程又は後期日程）どちらも対象となる場合であってもい

ずれか１つのみ受験が可能である。 

仮に、一般選抜（前期日程）の追試験を受験許可された者が一般選抜（後期日程）の

追試験に切り替えて受験を希望する場合には再度申請すること。なお、一般選抜（後

期日程）の追試験の受験許可が得られた場合は、一般選抜（前期日程）の追試験の

受験許可は無効となる。 

 

 

８．入試に関する問い合わせ先 

 統合教育機構入試課学部入試係 

Tel： 03-5803-5084 

Fax： 03-5803-0106 

Mail： nyu-gakubu-02.adm@tmd.ac.jp  

 

＜書類等送付先＞ 

〒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 

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


月 日

月 日 時 分

□ □ □ □

（ ） ー

□

□

□

□

□ □ □ ）〕

□

□

□

□

〇

□

（注）新型コロナウイルスに関連しない事由については、追試験の対象となりません。

住所

〒

試験区分

〇 追試験対象日　＊次の中から、対象となる「受験日」をチェックしてください。

新型コロナウィルス感染症に罹患し、当初の試験日までに医師に治癒したと診断されてない者

その他（

〇 申請事由　＊次の中から該当する「申請事由」および「添付書類」をチェックまたは記入してください。

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

新型コロナウィルス感染症による移動制限を受けた者

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

〔添付書類：

〇 連絡先　＊受験者本人の連絡先を記入してください。

代理人
氏　名

ﾌﾘｶﾞﾅ

【様式】

私費外国人留学生
特別選抜

志望学部等 専攻

令和５（2023）年度一般選抜（前期日程・後期日程）、
私費外国人留学生特別選抜及び特別選抜II（帰国生選抜）

追試験受験申請書

ﾌﾘｶﾞﾅ

受験者
氏　名

２０２３年

受験番号

申請日

入試課への電話連絡日時

電話番号

メールアドレス

要

→3/22（追試験１日目）

→3/23（追試験２日目）

→3/22（追試験１日目）

→3/23（追試験２日目）

※　１日目に追試験の受験申請をした場合、併せて２日目についても追試験の受験申請をしてください。

※　一般選抜（前期日程および後期日程）の追試験日は同日のため、いずれか１つのみ受験が可能です。

特別選抜II
（帰国生選抜）

一般選抜
（後期日程）

医師の診断書 申立書

※代理人が使用する場合のみ記入してください。

続柄

＊追試験において受験上の配慮が必要な者はチェックしてください。
　なお、すでに許可を受けている者も必ずチェックしてください。

受験上の配慮（障害等のある受験者）

2/25

2/26 （一般選抜（前期日程）、特別選抜II（帰国生選抜）：面接試験２日目）

3/12

3/13

（一般選抜（後期日程）：小論文試験１日目）

（一般選抜（後期日程）、私費外国人留学生特別選抜【第2段階選抜】：面接試験２日目）

学科学部

（一般選抜（前期日程）、私費外国人留学生特別選抜【第1段階選抜】、特別選抜II（帰国生選抜）：個別学力検査等１日目）

一般選抜
（前期日程）



申立書 

 

年   月   日 

 

東京医科歯科大学長 殿 

 

私は東京医科歯科大学入学者選抜試験追試験を受験したいので、下記理由により申し立

ていたします。 

 

●受験番号 

     

 

●試験区分（以下から該当するものを選択） 

 

  ・一般選抜（前期日程・後期日程） 

   ・私費外国人留学生特別選抜 

   ・特別選抜 II（帰国生選抜） 

 

●氏  名 

     

 

●期限内に証明書の発行ができない理由 

 

 

 

●濃厚接触者や移動制限者になるに至った経緯（保健所とのやり取りなど） 

・濃厚接触者や移動制限者に該当すると判断した保健所の名称 

 

 

・保健所から濃厚接触者に該当すると連絡があった日 

年   月   日 

 

・保健所から健康観察期間として不要不急の外出を控えるよう指示されている期間 

年   月   日から    年   月   日 

 

・PCR 等の検査を受けた場合の結果の内容（口頭等で伝達された内容で構いません。） 

 

 

 

以上 



   速達 

申請者の方へ 

この宛名票を A4 サイズでカラー印刷し（白黒も可）、角２封筒に貼り付けてください。 

万が一、郵送中にこの宛名票が破損したときのために、封筒裏面にもあなたの住所・氏名を記載してください。 

 

 
↓申請する試験にチェックを入れてください。 

 

（１）一般選抜（前期日程） 

２０２３年 2月 26日（日） １７時必着です。 

（２）一般選抜（後期日程） 

２０２３年 3月 13日（月） １７時必着です。 

（３）私費外国人留学生特別選抜 

【第 1段階選抜：学力検査等】 

２０２３年 2月 25日（土） １７時必着です。 

【第 2段階選抜：面接試験】 

２０２３年 3月 13日（月） １７時必着です。 

（４）特別選抜 II（帰国生選抜） 

２０２３年 2月 26日（日） １７時必着です。 

 

お早めにお送りください。 

〒113-8510 

東京都文京区湯島 1丁目 5 番 45号 

東京医科歯科大学統合教育機構入試課学部入試係 行 

 

 

郵便切手

貼付 

 
「書留速達」

相当分を貼っ

てください。 

令和５年（２０２３）年度追試験受験申請書 在中 

書留速達 
書
留
引
受

番
号 

 

住  所 

氏  名 

受験番号 

〒    － 

カナ 

 

漢字 



 

申請書類チェックリスト（追試験用） 

封入したものに〇をつけてください。 

追試験受験申請書（本学所定の様式） 

入れた 申請書類チェックリスト 

本学の受験票 

医師の診断書等の証明書類（原本） 

審査結果通知用の封筒 

７００円分の切手 

封入したら、署名と署名日を記入してください。 

必要な書類すべてを封入したことを確認しました。 

申請者 

氏名 

 

年   月   日 

貼った 

本票 

記載項目を必ず確認して

ください。 

角形２号封筒に本学からの通知

が確実に届く住所、氏名を封筒

の表面に明記し、２つ折りに入

れてください。 

申請時に同封が困難である場合

は、代わりに理由書（様式任意）

を添付してください。 

入れた 

入れた 

入れた 

入れた 

書類の提出前にあらかじめ追試験を希望する旨を統合教育機構入試課

学部入試係へ電話（℡03-5803-5084）で連絡したらチェックを入

れてください。 

 

 

封筒裏面の住所・氏名記載 書いた 
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