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第２年次編入学
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お 知 ら せ
新型コロナウイルス感染拡大防止のための対応として，
「試験日」，「試験実施方法」等を変更することがあります。
変更する場合は，ホームページに掲載します。
高知大学受験生サイト（ https://nyusi.kochi-u.jp/hennyu ）
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１ アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）
高知大学のアドミッション・ポリシーは，学部・学科（コース）ごとに，「養成する人物像」，「求める学生像及
び高等学校段階で修得すべき内容・水準」を示しています。
なお，「主体性・多様性・協働性」は，「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」を示します。
【養成する人物像】
医学科は，「良識のある社会人として行動する力」，「コミュニケーション力」，「医学に関する幅広い知識
と技能」，「地域の医療へ貢献する力」及び「自ら真理の探求に取り組む力」を有する人材を養成します。
【求める学生像及び高等学校段階で修得すべき内容・水準】
知識・技能
１．医学知識を修得するために必要となる幅広い分野の基礎知識として，高等学校卒業程度の教科学習
に関する事項の理解と知識を有する。
思考力・判断力・表現力
１．学習及び生活の中で自ら積極的に問題点をみつけ，解決方法を探求することができる。
２．科学的根拠に基づいて問題を分析的，批判的に考え，解決することができる。
３．自分の考えを口頭あるいは図や文章を用いて筋道を立てて明確に表現することができる。
主体性・多様性・協働性
１．自発的で継続的な自己学習の習慣を身につけている。
２．協調性や他者への深い思いやりがあり，周囲と良好なコミュニケーションをとることができる。
３．多様な背景を持つ他者の能力を認め，同じ目標に向かって協働することができる。
関心・意欲
１．生命科学や医学･医療に対する強い関心・意欲を持っている。
２．高知県内の地域医療に従事する強い意欲がある（一般選抜［地域枠］，学校推薦型選抜Ⅱ，総合型選
抜Ⅰ）。
３．社会的な善悪に対して正しい判断をし，自分の発言や行動に責任を持つことができる。

２ 募集人員

５人

３ 入学時期及び入学年次

2021 年４月に第２年次に編入します。

４ 出願資格
次の（１）～（２）のいずれかに該当する者
（１） 大学を卒業した者（学校教育法第 104 条第４項の規定により学士の学位を授与された者，及び外国に
おいてこれに相当する学位を授与された者を含む。）又は 2021 年３月までに卒業見込みの者
（２） （１）を満たさない者で，大学院修士課程又は博士課程を修了した者及び 2021 年３月までに修了見込
みの者
※ （１）～（２）においては，医学部医学科を卒業した者及び過去に医学部医学科を退学又は除籍になっ
た者ならびに医学部医学科在籍中の者は除く。
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５ 出願手続
（１） 出願期間

2020 年６月 15 日（月）から６月 18 日（木）17 時まで（必着）
※郵送のみ（持参では受け付けません。）
（注） 出願期間後に到着した出願書類は，受理しません。郵便事情を十分考慮のうえ，期間内
に到着するように発送してください。なお，期間前に到着したものは，受付初日に処理します。
（２） 出願方法
① （３）出願書類は本要項添付の「提出書類郵送あて名書き用紙」を貼った封筒に入れ，必ず郵便局の
窓口で特定記録・速達郵便として発送してください。
② 入学検定料
30,000 円
本要項添付の入学検定料払込用紙を切り取り線で切り離し，郵便局・ゆうちょ銀行で 30,000 円を
払い込んでください。払込手数料はご負担願います。
入学検定料払込用紙のご依頼人及び出願者の住所氏名欄は，出願者本人の住所氏名を記入し
てください。
受付局日附印の押印された「振替払込受付証明書（大学提出用）」を本要項添付の入学検定料
払込証明書用紙の貼付欄に貼ってください。
（注） 納入した入学検定料は，出願受付後においてはいかなる理由があっても返還しません。
（３） 出願書類
① 入学願書

② 受験票，写真票，座席票

③ 入学検定料払込証明書

④ 志願理由書

⑤ 成績証明書

⑥ 卒業（見込）証明書等

⑦ 学士入学の併願先

本要項添付の用紙による。
「入学願書記入要領」をよく読んで，本人が記入してください。
本要項添付の用紙による。
※印以外の所定の欄はすべて記入してください。
写真（縦４cm×横３cm）は上半身，脱帽，正面向きで出願前３か月以内
に撮影したものを所定の欄に貼付してください。
本要項添付の入学検定料払込証明書用紙の貼付欄に「振替払込受
付証明書（大学提出用）」（郵便局・ゆうちょ銀行で受付局日附印を押
印してもらったもの）を貼付してください。
次の内容を 2,000 字以内にまとめてください。
作成に当たってはワープロ等を用い，A４判縦長・横書きとし，10.5 ポイ
ント・40 字・30 行，A４で２枚までを目安に作成してください。
① 大学（院）で取組んだ専門的知識・研究内容又は社会活動で得
たもの等
② ①で得たものを医学・医療にどう活かしたいのか
出身大学（学部）長が作成し，厳封したものとします。
ただし，出願資格が「学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 104 条第
４項の規定により学士の学位を授与された者」については，学位申請
時に提出した成績証明書と同様のものを提出してください。
出願資格による出身大学の卒業（見込）証明書を提出してください。
（出願資格（２)に該当する者は，出身大学院の修了（見込）証明書を提
出してください。）
ただし，出願資格が「学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 104 条第
４項の規定により学士の学位を授与された者」については，学位授与
証明書を提出してください。
また，証明書氏名に改姓等がある者は戸籍抄本等を添付してくださ
い。
本学以外に他大学医学部医学科を併願（学士入学）している者，その
予定がある者は必ずその大学名を記入してください。
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住所シール
（合格通知用）
⑨ 受験票送付用封筒

本要項添付の用紙による。
本学からの通知が確実に届く本人のあて先を記入してください。
本要項添付の封筒に住所・氏名を記入し，374円分の切手を貼ること。

⑧

（４） 出願書類の送付先
なんこくしおこうちょうこはす

〒783-8505

高知県南国市岡豊町小蓮
高知大学医学部入試担当

（５） 出願書類提出上の注意
① 出願書類に不備がある場合には，受理しないことがあります。
② 出願手続後の提出書類の内容変更は認めません。ただし，連絡先の変更は直ちに本学まで申し出
てください。また，いったん受理した出願書類等は返還しません。
③ 提出書類のうち，外国語によるものは日本語の訳文を添付してください。
（６） 受験票の発送
受験票は，受付終了後，2020 年６月 22 日（月）以降に発送します。
なお，2020 年６月 26 日（金）を経過しても到着しない場合は，医学部入試担当に電話で照会してくだ
さい。（電話 088-880-2295）
（７） 障害等のある者の出願
障害等のある入学志願者で，受験上の配慮及び修学上の支援を必要とする場合は，出願に先立ち，
以下の方法により本学と事前相談を行うことが可能です。
なお，相談内容によっては，対応できない場合や時間を要する場合もありますので，出願前のできる
だけ早い時期に相談してください。
修学支援の方法や内容は，障害の種類や修学環境等によって異なってきますが，少なくともどのよう
な支援が必要になるかを把握しておくことで，入学後の対応をスムーズに進めることができます。本学で
は，障害学生の修学支援対応の準備時間はできるだけ多くあった方がよいとの観点から，出願前のでき
るだけ早い時期に，修学上の支援についてもご相談いただくことを推奨しています。
① 事前相談の時期
2020 年５月 29 日（金）まで
※上記期限以降に理由が生じた場合や，受験後に修学上の支援について相談したいなどの場合に
は期限以降でもご相談ください。
② 事前相談の方法
受験上の配慮・修学上の支援に関する事前相談の手順は，以下の 1)～6)に従って進めます。
※日常生活において，補聴器，松葉杖，車椅子等を使用している場合についても，試験における配
慮の必要上，事前相談してください。
１) 電話もしくはメールによる相談，オープンキャンパスでの相談等
具体的に本学の受験を考える前の段階でも，受験上の配慮については「③の 1)」の連絡先で，修
学上の支援については「③の 2)」に記載のインクルージョン支援推進室で，随時，電話・メール等に
よる相談を受け付けています。また，毎年夏に開催されるオープンキャンパスでは，障害等のある入
学志願者向けの窓口を設置し，入学志願者だけでなく，保護者・高等学校教員からの相談にも対応
しています。
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２) 「受験上の配慮・修学上の支援に関する申請書」等の必要書類の確認
障害等のある入学志願者で，受験上の配慮を必要とする場合や，入学後，修学上の支援を希望
する場合は，1)による相談の際に，本学で対応可能な措置や申請にあたり必要となる本学所定の様
式「受験上の配慮・修学上の支援に関する申請書」や「状況に応じて必要となる証明書（身体障害者
手帳の写し，医師の診断書（発行後３か月以内のもの））」の提出について，お知らせします。
３) 「受験上の配慮・修学上の支援に関する申請書」等の提出
「事前相談の時期」までのできるだけ早い時期に，本学所定の様式「受験上の配慮・修学上の支援
に関する申請書」に必要事項を記入のうえ，証明書等を添えて「③の 1)」の連絡先まで提出してくだ
さい。
※本学所定の様式は，高知大学受験生サイト（https://nyusi.kochi-u.jp/nyushi/hairyo）より，ダウン
ロードしてください。
（重複した障害や様式に明確にあてはまらない障害のある方は，障害等の状況を伝えやすい申
請書様式を利用してください。）
４) 「受験上の配慮・修学上の支援に関する申請書」への文書による回答
「受験上の配慮・修学上の支援に関する申請書」をご提出いただくことにより，本学での対応につ
いて具体的な検討を開始します。進路選択の参考になるよう，出願時までに配慮・支援の内容を検
討し，入試課から文書によって回答を発送します。内容によっては，出願時までに回答できない場合
や，必ずしも希望内容の全てに対応できない場合もありますので，ご了承ください。
５) 必要に応じて個別面談
必要に応じて，本学において志願者又はその立場を代弁できる出身学校関係者等と直接面談を
行います。
６) その他
「相談の期限」（①事前相談の時期 参照）以降に，受験上の配慮を要する理由が生じた場合は，
期限以降でも「③の 1)」の連絡先へご相談ください。また，受験後に修学上の支援について相談した
いなどの場合には，「③の 2)」に記載のインクルージョン支援推進室までご相談ください。修学上の支
援が必要かどうかの意思確認を行い，必要であればその内容を一緒に考えますので，できるだけ早
く連絡することを推奨します。
③ 連絡先
１) 高知大学医学部・病院事務部学生課入試室
なんこくしおこうちょうこはす

〒783‐8505 高知県南国市岡豊町小蓮
TEL 088-880‐2295 ＦＡＸ 088-880‐2296
２) インクルージョン支援推進室に関する情報ならびに本学の障害者支援について
〇高知大学学生総合支援センター インクルージョン支援推進室
〒780-8520 高知県高知市曙町二丁目５番１号
TEL/FAX 088-844-8037
E-mail: shugakushien@kochi-u.ac.jp
URL: https://www.kochi-u.ac.jp/facilities/gakusei-shien/tokushu/
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（参考）
※ 受験上の配慮の例
・自家用車での入構，駐車場の使用
・別室受験
・試験室をトイレ又は障害者用トイレの近くに設定
・座席を最前列，最後列，出入り口付近に設定
・介助者の試験室付近までの同伴，介助者控室の準備
・試験時間の延長
・車椅子，松葉杖の使用
・車椅子用机の準備
・補聴器の使用
・注意事項等の文書による伝達
・拡大鏡の使用
・問題冊子，解答用紙の拡大
※ 修学上の支援の例（全ての支援を確約するものではありません）
（これまでに行った支援の例）
・欠席時の代替課題
・授業内支援（IC レコーダー使用・指示内容視覚化・資料配付・途中退室許可）
・教室環境（換気，教室変更）
・移動支援（別移動手段）
・試験の別室受験・支援機器利用許可
・スケジュール管理サポート
・段差にスロープ設置
・教室に近い場所に送迎車の駐車スペース確保
（想定される支援の例）
・書類提出における介助者代筆許可
・聴覚障害等のある学生へのノートテイクなどの情報保障
・視覚障害のある学生への電子ファイルや点字・拡大資料提供
・リスニングが難しい学生についての他の形態の授業代替
・教育実習，病棟実習等の実習授業における実習施設の事前見学
・授業，講習，行事等での休憩の許可，休憩時間の延長許可
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６ 選抜方法
（１） 第１次選抜
学力試験により選抜し，募集人員の約４倍を合格者とします。
試験期日

試験科目

入室時刻

試験時間

試験場

総合問題Ａ

8：35

9：00～11：30

<高知大学医学部>

2020 年７月４日（土）

なんこくし

高知県南国市
総合問題Ｂ

13：00～15：30

12：45

おこうちょうこはす

岡豊町小蓮

（注） 総合問題Ａ及び総合問題Ｂでは大学教養レベルの語学力（英語）及び数学，物理学，化学，
生物学に関する基礎的学力を有していることを求めます。
（２） 第２次選抜
第１次選抜合格者に対して，学内で面接及びグループワークを行います。
面接，グループワークにより選抜し，最終合格者を決定します。
試験期日

2020 年８月 20 日（木）
～ 21 日（金）
の２日間

試験科目
１日目 面接

試験時間

試験場

9：00～18：00 頃

<高知大学医学部>
なんこくし

高知県南国市
２日目 グループワーク

9：00～18：00 頃

おこうちょうこはす

岡豊町小蓮

（注） 面接，グループワークに関する詳細は，第１次選抜合格者に別途通知します。

７ 受験上の注意事項
第１次選抜に関する受験上の注意事項は以下のとおりです。
第２次選抜に関しては，第１次選抜合格者に別途通知します。
（１） 試験場への道順，交通機関等については，「高知大学医学部（岡豊キャンパス）交通案内」等で試験
前日までに確認してください。
試験場案内及び注意事項等は７月３日（金） 13 時に，高知大学学術情報基盤図書館医学部分館
（大時計のある建物）前の掲示板に掲示します。ただし，試験室内へ立ち入ることはできません。
（２） 試験科目を全て受験しないと合格者となりません。
（３） 各試験が終了するまでは退室できません。
（４） 追試験は実施しませんので，天候等により交通機関に影響が予想される場合は早めに移動してくださ
い。
また，試験当日の天候状況により，試験室への入室時刻を早める場合があります。
（５） 各試験開始後 30 分以上遅刻した場合は受験できません。
（６） 試験当日は，必ず受験票を持参し提示してください。受験票を紛失，又は当日忘れた者は，試験場本
部に申し出てください。
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（７） 携帯電話等の音の出る電子機器類は，試験室に入る前に電源を切ってかばん等に入れ，所持しない
でください。
（８） 机の上に置けるものは，受験票，黒鉛筆（ＨＢ，マークシート記入用），シャープペンシル（黒），プラス
チック製消しゴム（マークシート訂正用），直定規（15～30 ㎝），鉛筆削り，時計（計時機能だけのもの）
のみです。その他のものは，指定の場所に置いてください。
（９） 試験当日，医学部会館が受験者及び付添者の控室になっています。

８ 合格者発表と選抜結果の通知
（１） 合格者の発表は，本学のホームページの「受験生サイト」に掲載します。

第１次選抜合格者発表

2020 年７月 22 日（水）10 時（予定）

最終合格者発表

2020 年９月 ３ 日（木）10 時（予定）

高知大学受験生サイト

https://nyusi.kochi-u.jp/

（２） 合格者には合格通知書等を特定封筒郵便（レターパックライト）で送付します。
なお，最終合格者に対しては，入学手続関係書類を併せて送付します。
（３） ホームページで合格者発表を行いますが，情報提供サービスの一環として行うものです。必ず合格通
知書をもって確認してください。
（４） 電話等による問い合わせには一切応じません。

９ 入学手続
最終合格者は，入学手続期間内に郵送により，入学手続を行ってください。
なお，入学手続についての詳細は，最終合格通知書と同時に送付します。
（１) 入学手続期間

2020 年９月４日（金）から９月 15 日（火）17 時まで（必着）
※郵送のみ（持参では受け付けません。）
（注） 郵送する際に，入学手続期間最終日の 17 時までに必着することを最寄りの郵便局で確認し，
「特定記録・速達郵便」で発送してください。（手続期間後に到着した場合は受理できませんので
特に注意してください。）
また，手続期間内に入学手続を完了しなかった場合は，本学への入学を辞退したものとして取
り扱います。
（２） 提出書類
本学所定の書類（最終合格通知書と同時に送付します。）
（３） 入学手続時等に要する経費
① 入学料 282,000 円
② 授業料 第１学期分 267,900 円（年額 535,800 円）
○注意事項
１) 入学料は，入学手続時に納入してください。
２） 授業料は，第１学期分は５月中，第２学期分は 11 月中に本学指定の金融機関からの口座引き
落としとなります。
３) 入学料の免除又は徴収猶予を希望する者は，入学手続に先立って申し出てください。
なお，授業料についても免除制度及び徴収猶予制度があります。
入学料・授業料の納入後は，免除等申請ができません。
（問い合わせ先 ＝ 高知大学医学部・病院事務部学生課学生支援係 電話 088-880-2268）
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４) 納入した入学料は，入学手続完了後においてはいかなる理由があっても返還しません。
５) 入学料及び授業料について改定が行われた場合には，改定時から新入学料及び新授業料が
適用されます。
（４） 入学手続書類の送付先
なんこくしおこうちょうこはす

〒783-8505

高知県南国市岡豊町小蓮
高知大学医学部入試担当

（５） 留意事項
① 入学手続期間内に入学手続を完了しない場合には，本学への入学の意志がなく，入学を辞退したも
のとして取り扱います。
② 入学手続を完了した場合であっても，2021 年３月 31 日（水）までに大学を卒業できなかった者は，こ
の入学手続が無効になります。この場合，既納の入学料は返還しません。
③ 提出書類の記載内容に虚偽の記載が判明した場合は，入学許可を取り消すことがあります。また，入
学後に判明した場合は，入学を取り消すことがあります。

10 欠員の補充
合格者の入学辞退等により，募集人員に欠員が生じた場合は，追加合格を行います。
（1） 通知方法
追加合格者には，入学願書に記載の連絡先へ電話により連絡します。
（2） 通知期日
2020 年９月 16 日(水）９時から

11 個人情報の取扱いについて
「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」に基づき，本学入学者選抜に用いた個人
情報については，入学手続，入学者選抜に係る調査・研究等及び就学に係る用途にのみ使用し，他の目
的に利用，又は提供することはありません。
ただし，入学手続者に限り，提出のあった「住所シール」を利用して医学部及び医学部後援会，高知大
学生活協同組合から連絡を行うことを御了承願います。

12 ホームページアドレス
入試情報等を提供しています。 https://nyusi.kochi-u.jp/
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なんこくしおこうちょうこはす

高知大学医学部（岡豊キャンパス）交通案内（南国市岡豊町小蓮）
[交通アクセス]
① ＪＲで来られる方へ
りょうせき

ごめん

ＪＲ 後免駅

タクシー 【時間約10分】 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥►

② 高知市内よりバスで来られる方へ
りょうせき

た い

北はりまや橋 とさでん交通バス(領石，南国オフィスパーク，田井，かもはら，医大病院 行きに乗車)
医大病院下車 【時間約30分】 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥►

高 知 大 学 医 学 部

ＪＲ 高知駅

た い

とさでん交通バス(領石，南国オフィスパーク，田井，かもはら，医大病院 行きに乗車)
医大病院下車 【時間約25分】 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥►
タクシー 【時間約20分】 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥►

とさでん交通バス(医大病院 行きに乗車)

高知龍馬
空
港

空港連絡バス【時間約40分】‥‥‥‥►

ＪＲ高知駅

（あと①に同じ）

空港連絡バス【時間約35分】‥‥‥‥►

北はりまや橋
はりまや橋

（あと②に同じ）

タクシー 【時間約30分】

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥►

)

③ 航空機で来られる方へ

(

医大病院終点下車【時間約30分】 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥►
タクシー 【時間約25分】 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥►

岡 豊 キ ャンパス

はりまや橋

※発着時刻・料金は，時刻表などでご確認ください。

各キャンパス

案内図
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高知大学医学部（岡豊キャンパス）平面図

医学部入試担当
（講義棟１階 入試室）
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食堂・大学会館

案内図
（図書館（大時計のある建物））

