
一般入試学生募集要項
平成22年度

大 分 大 学なお，この募集要項の内容はホームページ（http://www.oita-u.ac.jp/）にも掲載しています。

入学試験に関する問い合わせ先

〒870－1192 大分市大字旦野原700番地
おお　 いた　 し おお　 あざ だん の  はる

大分大学学生支援部入試課入試企画グループ

TEL 　097(554)7471

・出　願　期　間　　平成22年 1 月25日（月）～ 2 月 3 日（水）
・試　　験　　日　　平成22年 2 月25日（木）・26日（金）
・合 格 者 発 表　　平成22年 3 月 9 日（火）

医学部医学科

【地域枠募集】
（前期日程）

平成22年１月

　地域の医師確保に係る定員増により地域枠が設定されたことに伴い，一般入試(前期日程)の
募集内容を変更します。　
　主な変更点は，以下のとおりです。

○一般入試（前期日程）の増員分は地域枠５名です。
○医学部医学科の志願者は一般枠，地域枠，一般枠と地域枠の両方（併願）の３区分のいずれか
を選択して出願してください。

○地域枠，一般枠と地域枠の両方（併願）の場合は，出願書類に新たに『志望の動機』を追加して
います。

※地域枠，一般枠と地域枠の両方（併願）は，必ず本募集要項によって出願してください。
　（一般枠のみの出願については，平成21年12月公表の一般入試学生募集要項によって出願して
ください。）

学　部 学　科 入学定員
ＡＯ入試

募　集　人　員
一　般　入　試

前期日程 後期日程

医学部 医学科
変更前

変更後

95

100

65

70

0

0

30

30
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大分大学アドミッション・ポリシー

基本理念

　�　人間と社会と自然に関する教育と研究を通じて，豊かな創造性，社会性及び人間性を備えた

人材を育成するとともに，地域の発展ひいては国際社会の平和と発展に貢献し，人類福祉の向

上と文化の創造に寄与することです。

教育の目標

　１．�学生の立場にたった教育体制のもとで，広い視野と深い教養を備え，豊かな人間性と高い

倫理観を有する人材を育成します。

　２．�ゆるぎない基礎学力と高度の専門知識を修得し，創造性と応用力に富んだ人材を育成しま

す。

　３．�高い学習意欲をもち，たゆまぬ探究心と総合的な判断力を身につけ，広く世界で活躍でき

る人材を育成します。

求める学生像

　　意欲をもち将来への可能性を秘めている人を求めています。

　１．幅広く，より深く学ぶための基礎的能力をもっている人

　２．旺盛な知的好奇心をもち，新しい課題に積極的に取り組む人

　３．自分のもつ資質を磨き，能力を伸ばしたい人

　４．夢や目的をもち，周囲と協力しつつその実現に向けて努力する人

　５．志をもって国際社会および地域社会への貢献をめざす人
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医学部アドミッション・ポリシ−

基本理念

　�　医と看護に関する最新の学術を教育・研究し，高度の医学及び看護学の知識並びに技術，そ

してこれらを支える高い倫理観と豊かな教養・人間性を備えた医師或いは看護師・保健師，更

には医学，看護学研究者を養成し，これら学問の進歩，国民の健康の維持増進，医療･保健を

中心に地域や国際社会の福祉に寄与することが基本理念です。

教育の目標

　医学科

　　�　患者の立場を理解した全人的医療を行い，豊かな教養と人間性，高度の学識，問題解決能

力，生涯学習能力及び国際的視野を備えた医師や研究者を養成します。

　看護学科

　　�　人々が心身ともに健康な生活を営めるよう，適切な看護を行うことができる専門的知識と

技術の習得を促し，看護学の発展と地域住民の保健・医療・福祉の向上，ひいては国際社会

への貢献ができるよう，豊かな人間性を備えた人材を養成します。

求める学生像

　医学科

　　１�　医師として人の健康と福祉及び科学の進歩に貢献したいという確固たる決意を持ってい

る人

　　２�　患者の痛みを分かち合い，患者に対する思いやりに満ちた慈愛の心を正しく体得しよう

とする志を持っている人

　　３�　日進月歩の医学・医療に対応する知識と技術を習得するため，たゆまぬ努力と地道な研

鑽を重ねることができる持続力と忍耐力を持ち合わせている人

　　４�　他者の意見を良く聞き，協調して物ごとを進めることができる社会性とコミュニケー

ション能力を備えている人

　看護学科

　　１�　看護を通して社会に貢献しようとする意志と，他者の喜び，苦しみを分かち合える温か

い心を持っている人

　　２�　日進月歩の医療及び激動する社会の変化に対応しうる知識と技術の習得のため，たゆま

ぬ努力と自己研鑽（生涯学習）を重ねる人

　　３�　国の内外を問わず，社会に起こっている問題に関心を持ち，それに対して自分の考えが

述べられるような教養を備えている人

　　４　何ごとにも積極性を持ち，多くの人と交流ができる社会性を備えている人

入学者選抜の基本方針

　医学科

　　�　前述の「求める学生像」にふさわしい学生を選抜するために，医学科では，一般入試とア

ドミッション・オフィス入試を実施し，それぞれの選抜の趣旨に従って，多様な観点から受
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験者の学力や資質を評価しています。また，医学以外の学問を修めた大学卒業者を対象に２

年次後学期への学士編入学を実施しています。

　　・一般入試（前期日程）

　　　�　一般入試では，高等学校等での教科面における学習の達成度をみるため，大学入試セン

ター試験は５教科７科目を課しています。個別学力検査では，前期日程において，理科

（物理・化学・生物から２科目選択），数学，英語の３教科の学力を測るとともに，高等

学校等の調査書により受験者の素養を評価します。また，面接によりコミュニケーション

能力・学習意欲・倫理観等を評価します。

　　・アドミッション・オフィス入試（略称「AO入試」）

　　　�　AO入試とは，従来の高等学校長による推薦ではなく自己推薦による入試であり，本学

部アドミッション・ポリシーに掲げた求める学生像について，学力のみで選抜するものと

は異なり，丁寧な面接により適性等を評価し選抜するものです。一般入試と同じく大学入

試センター試験は，高等学校での教科面における学習の達成度をみるため，５教科７科目

を課しています。面接では，個人面接と集団面接を行い，医学を学ぶための適性・コミュ

ニケーション能力・学習意欲・リーダーシップ・協調性・独創性等を評価します。また，

自己推薦書，調査書及び特別活動に関する調査書から，志願者がどのような高校生活を

送ってきたかを，課外活動やボランティア活動，資格等を中心に評価します。

　　・学士編入学

　　　�　学士編入学では，多様な専門能力，明確な問題意識や高い問題解決能力を有する人材並

びに地域医療の場で活躍できる人材を受け入れるため，次のような３段階による選抜方法

を実施しています。第１次選抜では小論文を含む書類審査を，第２次選抜では生命科学に

関する総合問題と英語の学力審査を，第３次選抜では個人面接と課題発表形式を取り入れ

た集団面接を行っています。

　看護学科

　　�　前述の「求める学生像」にふさわしい学生を選抜するために，看護学科では，一般入試と

推薦入試を実施し，それぞれの選抜の趣旨に従って，多様な観点から受験者の学力や資質を

評価しています。また，社会人を対象とした入試や，看護系短期大学・専修学校の卒業者等

を対象とした３年次編入学を実施しています。

　　・一般入試（前期日程・後期日程）

　　　�　一般入試では，高等学校での教科面における学習の達成度をみるため，大学入試セン

ター試験については６教科７科目を課しています。また，個別学力検査については，前期

日程では小論文を課すことにより，論理的思考力・表現力・読解力・看護学を学ぶための

適性等を評価します。後期日程では面接によりコミュニケーション能力・学習意欲・倫理

観等を評価します。

　　・推薦入試

　　　�　推薦入試では，大学入試センター試験を免除し，小論文と面接を課しています。小論文

では，理解力・統合力・思考力・表現力・独創性・論理性等を評価します。面接では，個

人面接と集団面接を行い，看護学を学ぶための適性・コミュニケーション能力・学習意

欲・自己理解力・リーダーシップ・協調性等を評価します。また，高等学校長等の推薦書

及び調査書から，志願者がどのような高校生活を送ってきたかという学習態度等を評価し

ます。
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　　・社会人入試

　　　�　社会人入試では，社会人としての経験を看護の分野に生かしてゆくことのできる有能な

人材を受け入れるため，大学入試センター試験を免除し，小論文と面接を課しています。

小論文では，理解力・統合力・思考力・表現力・独創性・論理性等を評価します。面接で

は，個人面接と集団面接を行い，看護学を学ぶための適性・コミュニケーション能力・学

習意欲・自己理解力・リーダーシップ・協調性等を評価します。

　　・３年次編入学

　　　�　短期大学の看護系学科及び看護系専修学校の卒業者等に，看護に対する専門能力及び指

導能力をより高める機会を提供することを目的として，３年次への編入学を実施し，英語

と総合問題と面接を課しています。総合問題では，専門基礎科目並びに専門科目に関する

基礎知識・問題解決能力・統合能力を測り，面接では，コミュニケーション能力・学習意

欲・倫理観等を評価します。
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１．募集人員
　医学部医学科　70名（地域枠５名を含む）

２．出願資格　
【一般枠】

　�　平成22年度大学入学者選抜「大学入試センター試験」で本学が指定する教科・科目を受験
した者で，次のいずれかに該当する者です。

　１．高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者及び平成22年3月卒業見込みの者

　２．通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び平成22年3月修了見込みの者

　３．�学校教育法施行規則第150条（第６号を除く。）の規定により，高等学校を卒業した者と

同等以上の学力があると認められる者及び平成22年3月31日までにこれに該当する見込み

の者

　　　�　なお，同条第7号により出願を希望する者は，事前に入学資格認定の審査を行いますの

で，学生支援部入試課入試企画グループへ申し出てください。

　　（9ページを参照してください）

【地域枠】

　　上記出願資格に加え，次の要件を満たす者です。

　�　大分県内の小学校又は中学校を卒業し，大学卒業後，大分県の地域医療に貢献したいという

強い意志を有する者で，合格した場合は，入学することを確約できる者

（注１）出願資格のない者が受験しても合格とならないので注意してください。

（注２）�大分県内の小学校又は中学校を卒業した者は，｢地域枠｣，｢一般枠」及び「地域枠と一

般枠の両方」の区分で出願できます。

（注３）�「地域枠と一般枠の両方」の区分で出願した者は，「地域枠」を優先して選抜し，「地

域枠」で合格とならなかった場合は，｢一般枠」として選抜の対象となります。

３．選抜方法等
　１�．入学者の選抜は，大学入試センター試験，個別学力検査等及び調査書に基づいて総合判定

します。同点者がいる場合は，大学入試センター試験の数学Ⅰ・数学Ａの高得点者，大学入

試センター試験の外国語の高得点者の順に優先します。

　２�．入学志願者が著しく多い場合は，大学入試センター試験の成績（傾斜後の得点）により，

第１段階選抜を行います。第1段階選抜では，｢一般枠」，｢地域枠」共に募集人員の約３倍

までを合格者とし，その合格者に対して個別学力検査を実施します。

　３�．第１段階選抜については，平成22年２月10日（水）に合否を決定し，郵送によりその旨本

人に通知します。なお，合格者には併せて受験票を同封します。
　４�．本学では平成22年度の入学試験において，大学入試センター試験の前年度以前の成績は利

用しません。
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４．入学者選抜の実施教科・科目等　※「一般枠」「地域枠」共通

医

学

部

医

学

科

大学入試セ
ンター試験
で本学が指
定する教科・
科目

国　語「国語」　１科目

地　歴「世界史Ｂ」「日本史Ｂ」「地理Ｂ」　　
から１科目公　民「現代社会」「倫理」「政治・経済」　 　　

数学①「数学Ⅰ・数学Ａ」　１科目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
数学②「数学Ⅱ・数学Ｂ」「工業数理基礎」「簿記・会計」「情報関係基礎」

　から１科目

理科①「生物Ⅰ」
理科②「化学Ⅰ」　　　　 �から２科目
理科③「物理Ⅰ」

外国語「英語」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」｢韓国語｣　から１科目
（５教科７科目）

個別学力検
査 の 教 科・
科目等

理科〔物理Ⅰ・物理Ⅱ〕　
　　〔化学Ⅰ・化学Ⅱ〕　

�
から２科目

　　〔生物Ⅰ・生物Ⅱ〕

数学〔数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・
　　　数学Ａ・数学Ｂ・数学Ｃ〕１教科

英語〔英語Ⅱ・リーディング・
　　　　　　　　ライティング〕１教科

面接｛�医学を学ぶための適性，コミュニケーション能力，学習意欲などを総
合的に評価します。｝

【注１】大学入試センター試験及び個別学力検査について
　　　　ア）この表中の「　　」及び〔　　〕書きは，科目の区分を示します。
【注２】大学入試センター試験について
　　　　ア）�複数の教科・科目から選択できる場合は，受験している教科・科目のうち高得点のものを

合否判定に使用します。
　　　　イ）�「英語」はリスニングを含みます。「英語」の成績は，筆記試験とリスニングの合計点を

200点満点に圧縮し，他の外国語と比較できるようにします。なお，入学者選抜の配点に
あたっては，次頁の表に記載しているセンター試験の外国語の配点に換算します。ただ
し，リスニングを免除された者については，筆記試験（200点満点）の得点のみを利用し
ます。

　　　　ウ）�「工業数理基礎」「簿記・会計」「情報関係基礎」を選択できる者は，高等学校もしくは
中等教育学校において，これらの科目を履修した者及び専修学校の高等課程の修了（見込
み）者に限ります。

【注３】個別学力検査について
　　　　ア）理科の科目は，試験開始後に２科目選択してください。
　　　　イ）数学Ｂ・数学Ｃの出題範囲については，次のとおりです。
　　　　　　数学Ｂ（数列，ベクトル）　　　数学Ｃ（行列とその応用，式と曲線）
　　　　ウ）物理は，物理Ⅰと物理Ⅱの全ての項目を出題範囲とします。
　　　　エ）化学は，化学Ⅰと化学Ⅱの全ての項目を出題範囲とします。
　　　　オ）生物は，生物Ⅰと生物Ⅱの全ての項目を出題範囲とします。
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５．個別学力検査の日程及び検査時間　※「一般枠」「地域枠」共通

検査期日 検　　査　　科　　目　　等 検　査　時　間

２月25日（木）

理科〔物理Ⅰ・物理Ⅱ〕〔化学Ⅰ・化学Ⅱ〕
〔生物Ⅰ・生物Ⅱ〕から２科目

�9:00 〜 11:00

数学〔数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学Ａ・
数学Ｂ・数学Ｃ〕

12:40 〜 14:00

英語〔英語Ⅱ・リーディング・ライティング〕 14:40 〜 16:00

２月26日（金） 面　　　接
午前の部　８:30 集合（予定）
午後の部　12:45 集合（予定）

【注１】�筆記試験は，当該試験終了まで退室できません。筆記試験開始時刻に遅刻した場合は，試験開始時
刻後20分以内に限り，受験を認めます。

【注２】�面接の集合時刻は，午前の部と午後の部で異なります。集合時刻については，受験票送付の際にお
知らせします。

　　　　�なお，面接集合時刻に遅刻した場合は，面接者の１人目が始まるまでに到着した場合に限り，受験
を認めます。

６．大学入試センター試験及び個別学力検査の配点　※「一般枠」「地域枠」共通

大学入試センター試験 個別学力検査等

合計点
国　語 地歴又

は公民
数学①
数学②

理科①
理科②
理科③

外国語 理　科 数　学 英　語 面　接 調査書

100 （50） 50 ×２（50 ×２） 100 100 ×２ 100 100 200 50 1100

【注１】�大学入試センター試験及び個別学力検査で必要な教科・科目を受験しなかった場合は０点ではなく，
不合格となります。

【注２】�（　　）書きの配点の教科・科目については，受験している教科・科目のうち高得点のものを合否
判定に使用します。

７．地域枠について
　　地域枠志願者は，次の①〜③について承諾した上で出願してください。

　①　大分県医師修学資金貸与制度
　　�　大分大学医学部に一般入試（地域枠）で入学した学生全員に，大分県医師修学資金が貸与

されます。
　　ア）貸与額
　　　　�　貸与額は，本学の入学料及び授業料に相当する額，並びに修学支援金月額５万円です。
　　　　　　※貸与額は，入学料・授業料改定によって変更することがあります。
　　イ）返還の免除
　　　　�　大学卒業後，大分県知事の指定する医療機関において，貸与を受けた期間の２分の３

に相当する期間を医師として勤務した場合，全額返還を免除します。

　　

※�詳細は大分県作成の「平成22年度大分県医師修学資金貸与制度のしおり（一般入
試(前期日程)の地域枠入学生向け）」で確認してください。

　　　　　　《問い合わせ先》
　　　　　　　大分県福祉保健部医務課地域医療班
　　　　　　　〒870−8501　　大分市大手町３丁目１番１号
　　　　　　　TEL�097−506−2652　FAX�097−506−1734
　②　地域医療研修会
　　　　地域枠入学者は，大分県が毎年実施する「地域医療研修会」に参加していただきます。
　③　その他
　　　　地域枠入学者は，入学後に一般枠への変更はできません。
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８．出　願　手　続
（１）出願期間
　　　平成22年１月25日（月）から２月３日（水）まで。（土日を除く）
　　　ア）受付時間は，９時から17時まで。
　　　イ）郵送の場合は２月３日（水）17時必着です。
（２）出願方法
　　　�　出願に当たっては，本要項に添付されている封筒を用い，郵送する場合は書留速達とし

てください。

書　類　名 内　　容　　等 該当者

入 学 志 願 書
受 　 験 　 票
電 算 処 理 原 票

本学所定の用紙に必要事項を記入し，下記のものを貼りつけてください。
ア）大学入試センター試験成績請求票
イ）�写真（縦4cm×横3cm，上半身，正面向きで，本人であると確認でき

るもの）
ウ）志願学科（コース）等及び受験科目
エ）郵便振替払込受付証明書（大学提出用）または収納証明書等 全　　員

調 　 査 　 書
【注】参照

　文部科学省所定の様式で，出身学校長が作成し厳封したもの。(平成22年
3月卒業見込者については，2(前)学期末現在で作成したもの)　
　なお，出身学校が文書保存期間等の関係で発行できない場合は，その理
由を記載の上，成績証明書を提出してください。

志 望 の 動 機 　本学所定の用紙に志願者本人が自筆で記入してください。

地域枠のみ小 学 校 又 は
中 学 校 の
卒 業 証 明 書

　出身学校長が証明し，厳封したものを提出してください。
　なお，小学校及び中学校が大分県内の場合は，いずれかの卒業証明書の
み提出してください。

返 信 用 封 筒 　本学所定の封筒に志願者の郵便番号・住所・氏名を明記し，350円切手を
貼ってください。

全　　員
検 　 定 　 料
（17,000円）

次のいずれかの方法により本学指定口座に振込んでください。
①　�郵便局・その他の金融機関での払込
　　�　本学所定の振込用紙を用い，郵便局・その他の金融機関窓口で振込

手続きを行ってください。
②　コンビニエンスストアでの払込
　　本学ホームページ　http://www.oita-u.ac.jp/
　�　(携帯版はhttp://daigakujc/u.php?u=00041）から払込専用ホームペー
ジへアクセスするか，直接下記アドレスにアクセスし，指示に従い払込
手続きを行ってください。

（払込専用URL）
　http://www.oita-u.net/　　　　　　　　　　　　　
（携帯電話用URL）
　http://www.oita-u.net/mobile/
（一部のフィルタリングサービス加入の携帯からはアクセスできないこと
があります。）
　振込後は，①の場合は郵便振替払込受付証明書（大学提出用）を，②の
場合は収納証明書（コンビニによっては領収書）を，受験票下の貼付欄に
はがれないように糊付けしてください。
　手数料は本人負担です。納入した検定料は返還できません。
　ただし，第１段階選抜の不合格者には，入学検定料の額のうち，「国立
大学等の授業料その他の費用に関する省令」（平成17年3月31日文部科学
省令第20号）第4条に記載された標準額に基づき本学が定める返還額につい
て本学の定める方法により返還します。また，出願受付後に大学入試セン
ター試験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
は，上記省令に記載された第２段階選抜標準額に準じ本学の定める金額を
本学の定める方法により返還します。

合 格 通 知 用
住 所 シ ー ル

本学所定の住所シール①〜④すべてに合格通知等を受け取る住所等を記入
してください。

【注】�文部科学大臣の指定を受けた専修学校高等課程の学科を修了した者及び修了見込みの者，国際バカロレア資
格取得者，アビトゥア資格取得者，バカロレア資格（フランス共和国）取得者及び高等学校卒業程度認定試
験又は大学入学資格検定等の合格者については，当該試験等の資格証書の写し及び成績証明書をもって調査
書に代えることができます。なお，高等学校卒業程度認定試験又は大学入学資格検定合格者で，高等学校も
しくは中等教育学校に在学したことのある者は，在学期間中の調査書又は成績証明書をあわせて提出してく
ださい。
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（４）出願上の注意事項

　　ア�）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。）の推薦入

試合格者は，合格した大学・学部の定める手続により，当該大学・学部への入学辞退を

許可された場合を除き，個別学力検査を受験しても入学許可は得られません。

　　イ�）国公立大学の前期日程に合格し，入学手続を行った者は，後期日程を受験しても合格

者とはなりません。

　　ウ）出願書類等の不備なものは受付できません。

　　エ�）提出後は，出願書類等の記載内容の変更はできません。検査科目等が不明となる場合

がありますので，誤りのないよう記入（貼付）してください。

　　オ）記載事項に虚偽の記入をした者は，入学後でも入学許可を取り消すことがあります。

　　カ）出願書類等は受付後は返却できません。

　　　　※公立大学協会ホームページ（http://www.kodaikyo.org/nyushi）参照

（５）受験票の交付

　　�　受付完了後，受験票を本人宛に送付します（第一段階選抜後発送。詳細は５ページ

「３．選抜方法等」を参照）。なお，個別学力検査当日は大分大学受験票と大学入試セン
ター試験受験票を持参してください。

（６）出願書類の提出先

　　　　〒870−1192　大分市大字旦野原700番地

　　　　　　　　　　�大分大学学生支援部入試課入試企画グループ　TEL�097−554−7471

９．入学資格審査について
　学校教育法施行規則第150条第７号の規定により出願を希望する者は，入学資格認定の審査

を行いますので，事前に学生支援部入試課入試企画グループへ申し出を行い，関係書類を平成

22年1月20日（水）までに提出してください。

　＜参考＞学校教育法施行規則第150条第７号

　　　�　　大学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以上の学

力があると認めた者で，18歳に達したもの

申出先　〒870−1192　大分市大字旦野原700番地
　　　　　　　　　　大分大学学生支援部入試課入試企画グループ(TEL097−554−7471)

10．障がいのある者等の事前相談
　障がいを有する等，受験上特別な措置及び修学上特別な配慮を必要とする可能性がある入学

志願者については，下記要領で申し出てください。

（１）申出期限

　　　平成22年1月20日（水）までに申し出てください。

　　�　ただし，期限後に不慮の事故等により障がいのある状態になった場合には，その旨申し

出てください。

（２）申出方法

　　�　申請書（健康診断書等必要書類添付）を提出し，必要な場合は本学において，志願者又

はその立場を代弁しうる出身学校関係者等との面談を行います。
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（３）申�出�先

　　　〒870−1192　大分市大字旦野原700番地

　　　　　　　　�　大分大学学生支援部入試課入試企画グループ　TEL097−554−7471

11．追試験の実施について
　�　新型インフルエンザ等の流行によって，やむを得ず受験できない志願者が出た場合は，追

試験を実施します。詳細については，受験票送付の際にお知らせします。

12．受験の際の宿泊
　�　宿泊を希望する者は，この「学生募集要項」に同封している「宿泊のご案内」を参照して

ください。

13．検　査　場
（１）�検査場の下見は，各検査日前日の14時〜16時の間に行ってください。ただし，建物内に

入ることはできません。
（２）各検査場は掲示板で確認してください。
（３）十分な駐車場がありませんので，公共交通機関等を利用してください。

広瀬橋

国道10号線 別府湾

至松山
　神戸

ダイヤモンドフェリー
乗場 大分川 大在～大分港線

至佐賀関
弁天大橋 国道197号線

舞鶴橋

滝尾橋 明野

JR
豊
肥
本
線

医大バイパス
古国府駅

大分駅

西大分駅

JR日豊本線

富士紡

十全トンネル
至赤野

向之原駅
豊後国分駅

賀来駅

大分南警察署

至竹田

国道442号線

国道210号線

天神橋 明磧橋

大分自動車道
府内大橋

ホワイトロード 敷戸駅

大分大学前駅

国道10号線　至宮崎、熊本、佐伯

臼杵IC

米良IC

光吉IC

大分IC

大分大学
教育福祉科学部
経済学部
工学部

別府IC

ジャスコ

大分大学
医学部

南大分駅

大道トンネル
米
良
有
料
道
路

国道10号線 別府湾

至松山
　神戸

ダイヤモンドフェリー
乗場 大分川 大在～大分港線

至佐賀関
弁天大橋 国道197号線

舞鶴橋

滝尾橋 明野

広瀬橋
滝尾駅

JR
豊
肥
本
線

JR久大
本線

医大バイパス
古国府駅

大分駅

西大分駅

JR日豊本線至来鉢
別府

至別府・中津

富士紡

十全トンネル
至赤野

至日田
　久留米

向之原駅
豊後国分駅

賀来駅

大分南警察署

至竹田

国道442号線

国道210号線

天神橋 明磧橋

大分自動車道
府内大橋

ホワイトロード 敷戸駅

大分大学前駅

国道10号線　至宮崎、熊本、佐伯

臼杵IC

米良IC

光吉IC

大分IC

大分大学
教育福祉科学部
経済学部
工学部

別府IC

ジャスコ

大分大学
医学部

南大分駅

大道トンネル
米
良
有
料
道
路

検査場位置図

検　査　場
（医学部：挾間キャンパス）
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注意事項等掲示板
学園台バス亭

入
口

入
口

管理棟

検査場

検査場

卒後臨床
研修センター

医　学
図書館

控室

検査場

附属病院

大学病院
バ ス 停

立入禁止区域
（バス利用者を除く）

立入禁止区域

案内図

駐　　車　　場

立
体
駐
車
場

挾間キャンパス
（医学部：由布市挾間町医大ヶ丘１丁目１番地）

＜バス利用＞
大分バス　トキハデパート（府内町）前又はJR大分駅前のりばから

○「大学病院」行きを利用。「大学病院」下車（所要時間約40分：410円）

14．合　格　者　発　表
　�　合格者は，次のとおり大分大学教養教育棟前の中央掲示板及び医学部管理棟前に｢掲示｣

するとともに，本人宛に｢合格通知｣を送付（同時刻に発送）します。また，｢17．情報提

供」欄の｢大分大学ホームページへの一般入試入試情報の掲載について｣も利用できます。

　前期日程 平成22年３月９日（火）　10時

　※これら以外の合否通知等については，本学は責任を負いません。

15．追　加　合　格
　�　入学手続完了者が定員に満たない場合，いずれの国公立大学にも入学手続を行っていな

い者を対象に，追加合格により欠員補充を行うことがあります。

　�　志願書に記載している追加合格連絡先に電話連絡で入学意志の確認を行いますので，下

記期間中は連絡先に待機しておいてください。なお，追加合格の有無については，「17．

情報提供」欄の｢大分大学ホームページへの一般入試入試情報の掲載について｣にて確認で

きます。

連絡期間 平成22年３月28日（日）〜平成22年３月31日（水）
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16．入　学　手　続
　�　合格者には，合格通知とともに入学手続に必要な案内を送付します。なお，入学手続に

は大学入試センター試験受験票も必要ですので，受験後も保管しておいてください。

（１）入学手続期日

前期日程 平成22年３月14日（日)・15日（月） 受付時間は９時〜17時です。

※�入学手続の詳細は，合格通知とともに郵送します。なお，期日中に入学手続を完了しな

かった者は，入学辞退者として取り扱います。

（２）入学料及び授業料

　　　　入学料　282,000円

　　　　授業料　535,800円（前期分267,900円　後期分267,900円）

　　　　注１．�入学料及び授業料については，免除・徴収猶予・奨学融資の制度があります。

　　　　　　（学生支援課奨学支援グループ�TEL097-554-7386にお問い合わせください。）

　　　　注２．�授業料の納付については，希望により前期分の納付の際に後期分も合わせて

納付できます。

　　　　注３．入学料・授業料は改定される(金額未定)可能性があります。

　　　　　　　なお，在学中に授業料改定が行われた場合には，新授業料が適用されます。

　　　　注４．既納の入学料は返還できません。

（３�）国公立大学に入学手続完了後は，それを辞退して他の国公立大学に入学手続を行うこ

とはできません。

17．情　報　提　供
（１）大分大学ホームページへの一般入試入試情報の掲載について

　　�　下記の期間，大分大学ホームページ（アドレスはhttp://www.oita-u.ac.jp/）からアク

セスできます。

区　　分 掲　　載　　期　　間

出 願 状 況 平成22年１月29日（金）11時　〜２月４日（木）

合 格 者 受 験 番 号
（ 前 期 日 程 ）

平成22年３月９日（火）11時　〜３月12日（金）

追 加 合 格 実 施 状 況 平成22年３月28日（日）11時　〜３月31日（水）

（２）本学の情報は上記ホームページで見ることができます。

（３）入学試験個人成績の開示について

　　　本学においては，大分大学入学者選抜試験個人成績を本人に限って開示します。

　　　開示を希望される方は，次の要領で申し込んでください。

　　　　　申込期間：平成22年5月6日（木）から6月25日（金）まで

　　　　　　　　　　※土・日曜日及び祝日は除きます。

　　　　　申�込�者：受験者本人に限ります。（代理人は不可）

　　　　　申込方法：下記の書類等を持参又は郵送で本学入試課に提出してください。

　　　　　　　　　　�なお，郵送による申し込みの場合は，入学試験個人成績開示申請書発

送後（投函後３〜４日後）書類不備の有無についての確認及び本人

からの申請であることを確認するため必ず電話連絡をしてください。
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（TEL097−554−7471　入試課入試企画グループ宛）

　　　　　　　　　　�書類不備がある場合及び本人からの電話連絡がない場合は開示申請とし

て取り扱いできませんので十分注意願います。

　　　　　　　　　　①　入学試験個人成績開示申請書

　　　　　　　　　　（次のいずれかの方法により取り寄せてください。）

　　　　　　　　　　・本学入試課に直接来学する。

　　　　　　　　　　・大分大学ホームページから印刷して使用する。

　　　　　　　　　　・�本学入試課宛に返信用封筒（長型３号の封筒に本人の郵便番号・住

所・氏名を明記の上80円切手を貼ったもの）を送る。なお，封筒の表

に朱書きで｢入学試験個人成績開示申請書請求｣と明記してください。

　　　　　　　　　　②　個別学力検査の受験票（写）

　　　　　　　　　　③　写真付きの身分証明書（写）

　　　　　　　　　　④　�返信用封筒（長型３号の封筒に本人の住所・氏名を明記の上，380

円分の切手を貼り簡易書留郵便としてください。）

　　　　　開示方法：受験者本人宛に簡易書留郵便で受付後１ヶ月程度で送付します。

　　　　　開示内容：平成22年3月下旬に，上記ホームページでお知らせします。

18．そ　　の　　他
（１�）国公立大学の分離分割方式による合格及び追加合格決定業務を円滑に行うため，氏名及

び大学入試センターの受験番号に限って，合否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旨，お知らせします。

（２�）本学生募集要項に明記されている期日による試験実施が困難となる様な不測の事態が発

生した場合は，本学ホームページ（http://www.oita-u.ac.jp/）に対応の詳細をすみやか

に掲載します。なお，不測の事態が発生した場合の問い合わせ先は大分大学学生支援部入

試課（TEL097-554-7471）です。

（３�）入学志願者から提出された出願書類等に記載されている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大分大学個人情報保護ポ

リシーに基づき，入学者選抜に係る業務・統計処理などの付随する業務以外には利用しま

せん。ただし，入学料・授業料免除（猶予）及び奨学金を申請した者は，選考資料として

利用します。
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