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入学試験に関するＱ＆Ａ（P.16〜P.18）

Q：出願の際の記入用紙（指定様式）は、どこで入手できますか？

A：�本冊子の巻末ページにあるものを使用してください。新しいものが必要な場合は、本学ホームページの｢入試要項（学部版）｣から、
記入用紙（指定様式）をダウンロードの上、印刷して使用することができます。

Q：「一般入学試験」や「大学入試センター試験利用入学試験」を複数出願する場合、調査書は何通必要ですか？

A：��複数出願する場合でも、調査書は1通です。追加出願する場合も、調査書の再提出は不要です。

Q：Web出願時にアップロードする「顔写真データ」について教えてください。

A：��Web出願時にアップロードする「顔写真データ」は、入学試験当日の本人確認に使用します。�
また、入学後の｢学生証｣の顔写真としても使用します。�
このため、学校の制服姿や、スナップ写真などの画質の悪いものは避け、「入学試験」及び入学後の「学生証」として使用する上で、
適切な写真をアップロードしてください。（正⾯、上半身、脱帽、背景無地でJPEG又はPNGファイル）（P.12参照）

Q：受験票はどのように発行されますか？

A：��Web出願サイトにて所定の事項を登録後（�マイページ 作成）、出願に必要な書類を本学で受理した後、登録したメールアドレス
に受験票のダウンロードに関する通知をします。受験票は、試験当日に必要となりますので、各自で マイページ より印刷（A4
サイズ）してお持ちください。（P.13参照）

Q：「入学試験年度」について教えてください。

A：��今年度の入学試験は｢2019年度入学試験｣です。｢2019年度入学試験｣の合格者は、2019（平成31）年4月入学となります。

Q：アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）について教えてください。

A：��本学では、各学部・学科の教育理念とアドミッション・ポリシーを掲載しています。（P.2〜P.3参照）�
アドミッション・ポリシーは、各学部・学科の強み、特色や社会的役割を踏まえつつ、大学教育を通じてどのような力を発展・
向上させるのかを示し、また、入学者に求める能力だけでなく、高等学校で習得すべき内容を具体的に示すものです。�
本学アドミッション・ポリシーを理解の上、入学後の学生生活をイメージしておいてください。

Q：英語の試験でリスニングはありますか？

A：全ての試験区分において、英語のリスニングはありません。

Q：合否判定に基準点（足切点）を設けていますか？

A：全ての入学試験において、基準点（足切点）は設けていません。

Q：推薦等入学試験の｢基礎学力を判定するペーパーテスト｣の過去問題は公表していますか？

A：公表していません。基礎学力を確認する試験のため、原則として高校の教科書の範囲内から出題しています。

Q：小論文の過去問題は公表していますか？

A：��P.48〜P49の過去の小論文出題例を確認してください。

Q：推薦・特別入学試験及び編入学試験の学習対策について教えてください。

A：�小論文については、過去の出題例を本冊子のP.48〜P.49に掲載しておりますので、参考にしてください。�
小論文の採点のポイントは、課題の把握、論旨の展開、文章表現、誤字・脱字、文字数です。�
⾯接については、志望の動機、勉学意欲、将来について、言語・態度等のほかに出題時に提出した志望理由書の内容等について
も質問します。学科の教育内容に則した簡単な基礎学力を問われることもあります。�
基礎学力を判定するペーパーテストについては、高等学校の教科書レベル問題を出題します。60分間で各自が3教科の時間配分
をして解答してください。

Q：｢外国人特別入学試験｣や｢帰国子女特別入学試験｣は、日本語以外で受験可能ですか？

A：��本学の入学試験は、⾯接試験を含め全て日本語で実施します。日本語以外の受験対応は、行っておりません。

Q：AO入学試験において、資格取得や活動内容で選考に有利なものはありますか？

A：��特に有利になる資格や活動内容はありません。�
これまでの努力の成果を申告し、その内容を、⾯接試験において自己アピールしてください。�
なお、同じ資格で異なる級（点数）を所持している場合は、最上位のものを申告してください。

1. 出願について

2. 入学試験について

Q：�AO入学試験の自己申告書の「3.模擬試験結果」は、どのような模擬試験が対象となり、どのように記載すればよいかについて教え
てください。

A：��次の要件に合致した模擬試験のうち、指定する3教科でそれぞれ最も偏差値の高いものを記入してください。3教科の全ての模擬
試験結果がそろっていない場合は、0点とします。自己申告書に記載の上、模擬試験結果のカラーコピーを添付してください。結
果の一部を切り取る等はしないでください。

（対象となる模擬試験）

項　目 内　容

実施日 2017年9月以降に実施

教　科 外国語・数学・理科（科目の指定なし）

総受験者数 1万人以上

その他 全国偏差値が出ていること（校内偏差値では不可）
（P.20 〜 21参照）

Q：地方入学試験会場について教えてください。

A：��一般入学試験（第Ⅰ期）については、本学会場以外でも全日程（2月1日〜2月4日）で地方試験会場（仙台、さいたま、名古屋、大阪、
広島、福岡）を設置しています。詳細については、P.50〜P.51を御確認ください。

Q：個別の入学試験結果の得点は開示していますか？

A：��個別の入学試験結果については、開示しておりません。前年度の「一般入学試験」及び「大学入試センター試験利用入学試験」につい
ては、学科ごとに｢合格者最高点｣、｢合格者最低点｣、｢合格者平均点｣を、入学試験結果として公表しています。（P.44〜P.47参照）

Q：過去問題集はありますか？

A：��一般入学試験のみ、1年分の過去問題集を作成しております。�
なお、過去問題集の請求については、本学ホームページを御確認ください。

Q：合否結果の発表方法について教えてください。

A：��合否結果の発表は、Webで行います。また、本学では、合否通知の送付及び本学掲示板による合格発表は行いません。合格者は、
 マイページ 上から「合格通知書（振込用紙）」を印刷してください。�
なお、合格者で期限までに入学時納入金を納入した者には、本学から、入学に関する書類とともに、｢入学許可書｣を送付します。
（P.14参照）

Q：入学時納入金の「振込用紙」の入手方法を教えてください。

A：��「振込用紙」は合格通知書の下部に付いています。�
合格者のみ、 マイページ 上で「合格通知書（振込用紙）」をダウンロードできるようになります。�
必ず合格者自身で印刷（A4サイズ、カラー推奨）して、期日までに納入してください。本学から振込用紙を送付することはありま
せんので、御注意ください。（P.14参照）

Q：補欠者の順位、補欠者が繰上合格者となる場合の連絡方法について教えてください。

A：��繰上合格者については、Web出願時に登録された電話番号に、繰上合格の対象となった旨を電話で連絡します。�
入学辞退者が発生した場合に限り、順次、繰上げとなるため、その時期については未定です。�
なお、補欠者に関する順位は非公表です。�
繰上合格の対象者となった旨の電話連絡は、2019年3月29日（金）17時までとしています。

Q：入学辞退の手続き方法について教えてください。

A：��入学時納入金を納入後、入学を辞退する場合は、次の繰上合格に大きな影響を与えるため、本学�入試課まで速やかに電話連絡の上、
本学の指示に従い、直ちに｢入学辞退届・入学許可書」を送付してください。�
入学辞退の確定は、「入学辞退届・入学許可書」の原本が期日までに、本学に届いた時点となります。�
このため、2019年3月29日（金）17時までに「入学辞退届・入学許可書」の原本が受理できなかった場合は、入学時納入金の返金が
一切できません。�
なお、辞退が確定した者の入学時納入金（入学金を除く）の返金日は、辞退が確定した日から、約3週間後です。（P.15参照）

Q：入学時納入金について延納はできますか？

A：�特段の事情がない限り、納入期限までに、本学が定めた全額を納めていただきます。�
納入が確認できなかった場合は、入学を認めません。

3. 合格通知書（振込用紙）及び入学辞退手続きについて
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Q：麻布大学の授業について知る方法はありますか？

A：��本学ホームページから、｢シラバス｣を御覧ください。�
シラバスとは、大学の授業計画（授業科目のねらい、授業の概要、1回ごとの授業内容）を明記したものです。

Q：入学試験に関連した特待生制度はありますか？

A：入学試験の結果と関連した特待生制度はありません。ただし、入学後、毎年度「学業成績優秀者」を表彰しています。

Q：在学中の表彰制度について教えてください。

A：��前年度の学業成績が優秀な学生に対し、毎年度、｢学業成績優秀者｣として表彰し、賞状・副賞・奨学金（100,000円）を授与して
います。その他、「学生功労賞（スポーツや文化活動等で麻布大学の名声を高めた者）」等、複数の表彰制度があります。

Q：入学後、転学部・転学科試験の制度はありますか？

A：��現在、本学では、毎年3月に転学部・転学科試験を実施しています。募集人員は若干名で、試験の結果、転学部・転学科の許可者
がいない年もあります。なお、制度が変更となる場合もあるため、転学部・転学科試験の出願資格及び選抜方法については、入
学後に本学�教務課にて確認してください。

� ［獣医学部］
� �獣医学科に転学部・転学科できる者は、出願時現在、所属する学科の1年次に在籍する者であり、許可された者は、獣医学

科1年次に学籍を移すことになります。�
動物応用科学科に転学部・転学科できる者は、出願時現在、所属する学科の2年次に在籍する者であり（ただし、現在所属す
る学科が獣医学科の者は、2年次〜 4年次に在籍する者）、許可された者は、動物応用科学科2年次に学籍を移すことになり
ます。�
※�2018（平成30）年度獣医学部転学部・転学科者数�
動物応用科学科から獣医学科2年次（2人）〔2年次への転学科は、2018年度で終了〕�
動物応用科学科から獣医学科1年次（2人）

� ［生命・環境科学部］
� �出願資格は、3年次までの各年次の学生で、当該年次までに配当された必修科目及び進級に必要な選択科目の単位を全て修

得できる見込みの者です。選抜方法は、出願書類による書類審査、⾯接です。�
なお、転学科年次は、審査により決定します。�
※2018（平成30）年度生命・環境科学部転学部・転学科者はいませんでした。

Q：2017（平成29）年度　国家試験結果を教えてください。

A：�｢獣医師｣及び｢臨床検査技師｣の国家試験結果は、次のとおりです。�
・獣医師（獣医学科）：受験者数138人、合格者数133人（合格率96.4％）�
・臨床検査技師（臨床検査技術学科）：受験者数�73人、合格者数�70人（合格率95.9％）

Q：卒業時に授与される学位の名称を教えてください。

A：本学卒業時に、次のとおり、学士の学位が授与されます。

　　　

学部 学科 学士の名称

獣医学部 獣医学科 学士（獣医学）

獣医学部 動物応用科学科 学士（動物応用科学）

生命・環境科学部 臨床検査技術学科 学士（保健衛生学）

生命・環境科学部 食品生命科学科 学士（保健衛生学）

生命・環境科学部 環境科学科 学士（環境科学）

Q：麻布大学に学生寮はありますか？

A：学生寮はありません。

Q：キャンパス内の見学はできますか？

A：��キャンパス内の見学は、平日の9:00〜17:30は原則可能です。見学を担当する広報・IR室（042-769-2032）までお問い合わせくだ
さい。施設内の見学については、例年オープンキャンパス時に一部の施設を開放します。オープンキャンパスに関する情報につ
いては、本学ホームページを確認してください。

Q：受験の際の宿泊施設や入学後の物件探しの情報はどこで入手できますか？

A：��麻布大学生協ホームページ内にある｢受験生の方へ｣のページで紹介しています。�
https://www.univcoop.jp/azabu/　［麻布大学生協窓口　連絡先：042-754-1380（直通）］

4. 学生生活について

5. その他

2019年度 入学試験の変更点

2019年度入学試験の変更点は、以上となります。
なお、次年度以降、入学試験の変更がある場合は、詳細が決定次第、本学ホームページにおいて公表いたします。

入学試験に関するＱ＆Ａ（P.16〜P.18）

【変更前】 教　科 科　目 選択方法 配　点

理　科
［選択］

「化学基礎・生物基礎」

「化学」

「生物」

３教科６科目のうちから２教科２科目を選択

ただし、理科「化学基礎・生物基礎」は、基礎２科

目で１科目扱いとする（素点50点×2＝100点）

１教科から２科目の選択は不可

（出願時に選択科目を申告）

200点（素点×2）

400点満点数　学
［選択］

「数学Ⅰ・数学A」

「数学Ⅱ・数学B」
200点（素点×2）

外国語
［選択］ 「英語（筆記）」 200点（素点）

【変更後】 教　科 科　目 選択方法 配　点

理　科
［選択］

「化学基礎・生物基礎」

「化学基礎・物理基礎」

「生物基礎・物理基礎」

「化学」、「生物」、「物理」

３教科９科目のうちから２教科２科目を選択

ただし、理科「化学基礎・生物基礎 」「化学基礎・

物理基礎」「生物基礎・物理基礎」は、基礎２科目で

１科目扱いとする（素点50点×2=100点）

１教科から２科目の選択は不可

（出願時に選択科目を申告）

200点（素点×2）

400点満点
数　学
［選択］

「数学Ⅰ・数学A」

「数学Ⅱ・数学B」
200点（素点×2）

外国語
［選択］ 「英語（筆記）」 200点（素点）

【変更前】
学科 募集人員

臨床検査技術学科
第Ⅰ期　55人
第Ⅱ期　若干名

食品生命科学科
第Ⅰ期　50人
第Ⅱ期　若干名

環境科学科
第Ⅰ期　50人
第Ⅱ期　若干名

【変更後】
学科 募集人員

臨床検査技術学科
第Ⅰ期　50人

第Ⅱ期　 5人

食品生命科学科
第Ⅰ期　45人

第Ⅱ期　 5人

環境科学科
第Ⅰ期　45人

第Ⅱ期　 5人

生命・環境科学部のセンター利用入試で、「理科」の選択科目に【物理】が追加されます。

生命・環境科学部の一般入試（第Ⅰ期･第Ⅱ期）の募集人員が変更されます。


