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学士編入学（第３年次）学生募集要項

１　アドミッションポリシー
　　 歯学・歯科医療への明確な目的意識、使命感および高い倫理観を持つ、下記のいずれ

かの条件を満たす人材を求める。

　（１）高度の学識を歯学の発展に結びつける意志を持つ人

　（２）将来にわたって研究志向を有する歯科医師となる意志を持つ人

２　募集人員
　　 ５人

３　入学の時期及び学年
　　 編入学の時期は平成２２年４月とし、第３年次に編入学させる。

４　修学の条件
　　 本学部に４年以上在学し、所定の授業科目を修得することとする。

５　出願資格
　　 次のいずれかに該当する者

　（１）修業年限４年以上の大学を卒業した者又は平成２２年３月卒業見込みの者

　　　 ただし、歯学部歯学科を卒業した者又は在学中の者を除く。

　（２）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

授与された者又は平成２２年３月までに授与見込みの者

　（３）外国において学校教育における１６年の課程を修了した者又は平成２２年３月修了見

込みの者

　※　出願資格についての問合せは、卒業証明書、成績証明書、履歴（学歴）書（任意の書

式）の書類を添えて、出願受付開始日の２週間前までに下記へ郵便にて問合せ下さい。

　　　郵送先　長崎大学医歯薬学総合研究科歯学系事務室学務係

　　　　　　　〒８５２－８５８８　長崎市坂本１丁目７番１号

６　出願手続
　（１）出願期間

　　　 平成２１年７月６日（月）から ７月１０日（金）１７時まで （必着）

　（２）出願方法

　　　 出願書類等は、持参又は郵送のうえ、出願期間内に提出すること。

　　 ①　持参する場合は、８時３０分から１７時まで受付ける。

　　 ②　郵送する場合は、本要項に添付の「出願用封筒」に出願書類等のすべてを同封し、

必ず「書留速達」で送付すること。

　　 ③　出願期間を過ぎた場合には、いかなる理由があっても受理しないので、郵便事情・

出願期間を十分考慮して提出すること。
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　（３）出願書類等

　　　 出願にあたっては，次に掲げる書類を提出すること。

　　※　複数の大学を卒業している場合は、それぞれの大学の成績・卒業証明書を提出

　　　すること。

　（４）提出先

　　　 長崎大学医歯薬学総合研究科歯学系事務室学務係

　　   〒８５２－８５８８　長崎市坂本１丁目７番１号

提出書類等 摘　　　　　　要

編入学試験志願票

受験票

写真票

住所シール

　本学部所定の用紙 ( 本募集要項に綴込み ) に必要事項を黒のペン又はボー

ルペンを用い、楷書で丁寧に記入すること。

　なお、写真（４㎝×３㎝、出願前３か月以内に撮影した上半身・無帽・正

面向き）を写真票及び受験票の所定欄に貼付すること。

推薦書

　本学部所定の用紙を使用して、原則として出身大学の指導教授が作成した

ものを提出すること。

　ただし、出願者が現に社会人で、指導教授に依頼できない場合は、履歴書

に記載した直近の所属機関等における課長相当職以上の者が作成したものを

提出すること。

　※塾等で就学していた期間は履歴に含めない。（塾教員の推薦は不可）

卒業・修了（見込）

証明書

　出身大学等の卒業（見込）証明書を提出すること。

　更に、大学院修了（見込）者は、大学院の修了（見込）証明書も提出すること。

　ただし、出願資格 (2) による出願者は、学位授与（見込）証明書を提出す

ること。

成績証明書

　大学の成績証明書（一般教育を含む。）は、出身大学（学部）長が作成し、

厳封したものを提出すること。

　更に大学院修了（見込）者は、大学の成績証明書のほかに、大学院の成績

証明書も提出すること。

　ただし、出願資格（２）による出願者は、学位申請時に提出した成績証明

書を提出すること。

　なお、外国の大学あるいは大学院の成績証明書の場合は、和訳の提出を依

頼することがある。

検定料

　３０，０００円（既納の検定料は、いかなる理由があっても返還しない。）

　振込期間の７月６日（月）から７月１０日（金）までに各種銀行の受付窓

口にて振り込むこと。（所定の「振込書」を使用すること。ＡＴＭは利用でき

ない。振込手数料は入学志願者本人の負担となる。）

　なお、「検定料納付証明書」を受付窓口にて受け取る際は、必ず取扱銀行収

納印を確認すること。（押印がない場合は出願を受理しない。）

検定料納付証明書

貼付票

　各種銀行の「取扱銀行収納印」が押印された「検定料納付証明書」を貼付

すること。

受験票等送付用封筒 　本学部所定の封筒に住所・氏名を明記のうえ、３５０円切手を貼付すること。

返送用封筒

（第１次選抜結果）

　第１次選抜の結果を送付する封筒になるので、所定の封筒に志願者の住所・

氏名を明記すること。（切手不要）

その他
　外国人志願者は、外国人登録済証明書（居住している市区町村長が発行し、

在留資格が明示されているもの。）を提出すること。
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　（５）受験票等の送付

　　　 出願書類を受理した場合は、受験番号を記入した「入学試験受験票」を本人宛送付

する。

７　入学者選抜方法
　　 入学者の選抜は、第１次選抜及び第２次選抜の結果により行う。

　（１）第１次選抜

　　　 総合問題の試験を行い、募集人員の３倍以内を第１次選抜合格者とする。

　　（注）１．試験場及び試験室は試験前日に確認しておくこと。

　　　　 ２．試験開始 30 分前までに試験室に入室すること。（9：00 から入室可）

　（２）第２次選抜

　　　 第１次選抜合格者に対して面接を行い、出願書類を参考に、総合的に評価して合格

者を決定する。

　　（注）１．試験場及び試験室は試験前日に確認しておくこと。

　　　　 ２．試験開始 30 分前までに試験室に入室すること。（8：00 から入室可）

８　採点・評価基準
　（１）第１次選抜の総合問題は、理解力、判断力、科学的・論理的思考力、表現力等をみ

る日本語、英語による教科横断的問題で、成績を点数評価する。

　（２）第２次選抜は個人面接を行い、歯学、歯科医療に対する資質や適性等を総合的に判

断し、点数評価する。

９　選抜結果の発表及び合格通知
　　 各選抜の合格者発表は、本学部玄関前に受験番号を掲示するとともに、第１次選抜合

格者及び第２次選抜受験者全員に選抜結果を文書により通知する。

　　 ただし、合格者のうち、出願資格（１）（２）（３）の見込みの者で、卒業又は修了で

きなかった場合、又は学位を取得できなかった場合は、合格を取り消す。

　　 また、第１次選抜及び第２次選抜合格者の受験番号を長崎大学歯学部ホームページに

掲載する。

　　 （http://www.de.nagasaki-u.ac.jp/index_j.html）

　　 （注）電話等による合否の問い合わせには、一切応じない。

　（１）第１次選抜合格者発表　・・・・・　平成２１年　９月２５日（金） １３時

　（２）最終合格者発表  ・・・・・・・・  　平成２１年１０月３０日（金） １３時

　　※　第１次選抜合格者が第２次選抜試験を欠席する場合は、試験前日までに学務係へ電

話で連絡して下さい。

　　　（電話　０９５－８１９－７６１３）

試　験　期　日 試験科目 試 験 時 間 試　験　場

平成２１年８月２９日（土） 総合問題 10：00 ～ 12：00 長崎大学歯学部

試　験　期　日 試験科目 試 験 時 間 試　験　場

平成２１年 10 月１０日（土） 面　　接 9：00 ～ 16：00 長崎大学歯学部
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10　編入学年次、編入学時期、修業年限及び修学条件等
　（１）編入学の学年は第３年次とし、編入学の時期は平成２２年４月とする。

　（２）編入学した者の修業年限は４年とする。ただし、最長在学期間は８年とする。

　（３）全学教育科目（教養科目）の最低修得単位は、修得したものとして認定する。

　（４）専門教育科目の履修科目・方法については、入学手続後、入学前オリエンテーショ

ンで個別に指示する。

11　入学手続等
　　 合格者は、次のとおり入学手続を行うこと。

　（１）入学手続期間

　　　 平成２１年１１月９日（月）～１３日（金）　１７時まで（必着）

　　　（入学手続きの詳細については、合格通知とともに送付する「入学手続案内」により

お知らせします。）

　（２）入学手続場所　　　長崎大学医歯薬学総合研究科歯学系事務室学務係

　　　　　　　　　　　　 〒８５２－８５８８　長崎市坂本１丁目７番１号

　（３）納付金 （予定）

　　　 入　学　料　 282,000 円（平成 22 年度から改定される可能性があります。）

　　　（注）既納の入学料は返還しない。

　参考　１．平成 21 年度授業料（年額）・・・535,800 円（半期分 267,900 円）

　　　　２．授業料の納付時期は、前期分４月、後期分 10 月になる。

　　　　３．在学中に授業料の改定が行われた場合には、改定時から新授業料が適用される。

　　　　４．入学料及び授業料については、免除又は徴収猶予の制度がある。

　（４）大学卒業・大学院修了証明書

　　　 大学卒業見込者又は大学院修了見込者は、平成２２年３月末日までに卒業証明書又

は修了証明書を提出すること。

12　欠員の補充
　　 入学辞退等により、入学者が入学定員（募集人員）に満たない場合は、追加合格によ

る欠員の補充を行う。

　　 不合格者であっても、速やかに連絡が取れるようにしておくこと。その際、入学の意

思について回答できるようにしておくこと。

　　 追加合格通知は、入学試験志願票に記載の「現住所（合格通知送付先）」へ郵送等によっ

て行う。

　　 なお、電話等による合否の問い合わせには、一切応じない。
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13　注意事項
　（１）出願書類等に記載事項の記入漏れや誤記がある場合は、受理しないことがある。

　（２）一度受理した書類及び既納の検定料は返還しない。また、出願手続後の提出書類の

内容変更は認めない。

　（３）出願書類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る。

　（４）出願に関する問合せは、長崎大学医歯薬学総合研究科歯学系事務室学務係

（〒８５２－８５８８　長崎市坂本１丁目７番１号）へ行うこと。

　（５）試験場の下見をする場合は、試験前日の午後に本学部玄関の掲示により試験室を確

認することができる。（ただし、試験室への入室はできない。）

　（６）試験当日は、受験票を必ず持参すること。

　（７）試験開始後３０分以内の遅刻者（入室者）は受験を認めるが、３０分を超える遅刻

者には受験を認めない。

　　　 なお、第１次選抜試験に合格した者に実施する第２次選抜試験の面接は、遅刻を認

めないので、注意すること。

　（８）机の上には、受験票、鉛筆（シャープペンシル可）、消しゴム、鉛筆削り（電動式を

除く。）、時計（計時機能だけのもの）、眼鏡以外の所持品を置いてはいけない。

　（９）試験中の退室はできない。

　（10）追試験及び再試験は原則として実施しないので、受験に際しては交通事情等に充分

留意し、余裕をもって試験に臨むこと。

14　個人情報の取扱
　（１）出願書類で得られた個人情報は、入学者選抜業務に利用する。

　（２）出願書類及び入学者選抜試験で得られた個人情報は、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第９条に規定されている場合を除き、前項の目的以外の目

的に利用しない。また、第三者へ提供しない。

15　その他の注意事項
　　 合格者が、特別の事情により入学を辞退する場合は、速やかに長崎大学医歯薬学総合

研究科歯学系事務室学務係へ電話及びハガキ等で連絡して下さい。

　　 （電話　０９５－８１９－７６１３）
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16　試験場までの交通機関
　（１）試験場

　　　 長崎大学歯学部　長崎市坂本１丁目７番１号

　（２）交通機関

　　＜長崎駅前＞から

　　　○「赤迫」行き路面電車に乗り「大学病院前」で下車、徒歩約５分

　　　○「下大橋」行き長崎バス⑧番（医大経由）に乗り「坂本町」で下車

　

　　＜航空機利用の場合＞

　　　○ 長崎空港（大村市）から長崎方面（浦上経由）行きバスに乗り「浦上駅前」

　　　　 （約５５分）で下車、徒歩約１０分

　　　　※　自家用車は駐車場が狭いため、ご遠慮下さい。

長崎空港（大村市）へ至る 

うらかみ ながさき 

下大橋 

大橋 
大学病院前 浦上駅前 長崎駅前 

浜口町 浜口町 

昭和町 

長崎駅前東口 

公会堂前 諏訪神社前 

新大工町 

坂本町 

長崎大学 
歯学部 

浦 　 上 　 川 

桜
町 

滑石，時津へ至る 長崎大学前 

←赤迫へ至る 

↑蛍茶屋へ至る 

路面電車 
県営バス 
長崎バス 
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