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医学部の倍率について 
  
医学部学士編入試験の倍率について、一般入試との比較でつらつら述べてみたい。 
「H30 年度の香川大学入試実施結果」

（https://www.kagawa-u.ac.jp/files/3715/2954/7862/H30jissijoukyou.pdf）より、医学部医学科につい

て、募集人員、受験者数、合格者数（追加含む）,学科試験倍率の順で抜粋したものが以下である。 
前期, 59, 214, 60, 3.6 
後期, 25, 163, 27, 6.0 
学士,  5,  46, 25, 1.8 
一般入試の場合、学科試験倍率が最終倍率と考えればよい。学士編入試験の場合、続きがある。面接試

験（二次）である。 
以下、二次試験受験者数、合格者数、倍率（最終倍率）である。 
学士, 24, 11, 2.2 
最終倍率は、4.2 倍で、一般入試とそれほど変わらない。 
H31 年度結果（平成 30 年 10 月 11 日）についても公開されていたので、書いておこう。 
（https://www.kagawa-u.ac.jp/files/7515/3907/9890/H31hennyujissijyokyo.pdf） 
学士（一次）,5 , 69, 25, 2.8 
学士（二次）,21, 5, 4.2 
最終倍率は、13.8 倍！ 
注意が必要なのは、H31 年度入試については、中間発表に過ぎないということである。学士編入試験に

ついては、正規合格の結果がでるのは、7 月 19 日であるが、追加合格が 3 月まで出続ける可能性があ

る。昨年度(30 年度)も最終的には、6 名の追加が出ており、今年度も数名出る可能性は高い。 
 
「学士編入試験の最終倍率が高い」と言われることから、一般入試を目指す方もいらっしゃるだろう。

しかし、数年前と状況はかなり変わっており※、大学によっては最終倍率で比較しても学士編入試験の
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ほうが低いことがありうるので、倍率だけで、選択肢を狭めることはない。 
※受験者数の激減、受験科目の変更、受験日程の変更など。 
 
もっとも、倍率が低いのはそれなりの理由があるわけで、、、 
・2 年連続、人気の滋賀医科大学と被った。 
・英語の代わりに TOEIC のスコアが必要。 
・大学レベルを含む、生命科学、化学、物理の試験に対応する必要がある。 
等々。 
 
TOEIC の高スコア、物理対応可能なら、一考の余地はあるだろう。勿論、化学、生命科学次第では、

TOEIC はそれほど気にする必要はない。配点上、990 点を 150 点に換算するので、仮に 200 点離され

ても 30 点差に過ぎない。理科 3 科目で 300 点もあり、逆転は可能だろう。 
 
その他、要検討校。 
弘前(30 年度) 
前期, 65, 461, 65, 7.1 
学士一次, 20, 107, 79 
学士二次, 74, 20, 4.0 
最終倍率、5.4。 
※追加出ています。 
https://www.hirosaki-u.ac.jp/~nyu/01_gakubu/01-5data/H30.pdf 
https://www.hirosaki-u.ac.jp/~nyu/02_hennyugaku/02-5data/h30_incorp_result.pdf 
 
旭川(30 年度) 
前期, 40, 372, 43, 8.7 
後期, 15, 183, 15, 12.2 
学士一次, 10, 128, 30 
学士二次, 30?, 18, 1.7 
最終倍率、7.1。 
※二次受験者数は公表していないので、30 名で計算してある。 
≪学士一般枠≫ 
学士一次, 5, 92, 20 
学士二次, 20?, 13, 1.5 
最終倍率、7.1。 
※二次受験者数は公表していないので、20 名で計算してある。 
http://www.asahikawa-med.ac.jp/bureau/nyusi/contents/pdf/selection_med_2018.pdf 
 
英語講師 永川隆史 
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事務局より 

 

東海大学「医学部」一般編入対策セミナー 開催！ 

 

10 月 21 日（日） 11:00～16:00 ＠ＫＡＬＳ新宿本校 

2019 年度実施試験の受験を目指されている方、必見です。 

個別相談会もあります。 

 

11:00 東海大学医学部の試験制度 ～一般編入学を中心に 

      東海大学教育計画部事務室 

12:15 東海大学試験概要と科目別攻略法 

      英語：河合塾 KALS  土田治講師、適性試験：河合塾 KAKS 池田講師 

13:40 講座紹介／合格者紹介 

河合塾 KALS 講座事務局、OB,OG 

14:20 個別相談会   

河合塾 KALS 講師、チューター、OB・OG、講座事務局 

 

▼詳細・お申込はこちら▼ 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-181021 

 

 

東海大学「医学部」一般編入対策講座 開講中！ 

 

適性試験対策・英語対策・面接対策に加え、 

生命科学や医学英文法などの基礎学習も新たにラインナップ。 

現受講生の方は必要な科目のみでの受講も可能です。 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-tki 

 

 

 

≪２０１８年度実施試験対応≫ 

 

【対策別講座のご案内】 

■□プレミアム講座 お申込受付中■□ 

大阪大学対策／滋賀医科大学対策／山口大学対策／島根大学 物理・化学対策／ 

生命科学過去問分析（旭川医科大学・名古屋大学・鳥取大学・島根大学・香川大学・ 

愛媛大学・大分大学・鹿児島大学）／英語長文時事問題対策／英語形式別予想問題演習／ 

文系のための統計入門／医学統計（疫学）対策／「組織学」入門講座 

 

▼詳細・お申込はこちら▼ 

http://school.kals.jp/information/medical-trn-150301 

 

※お申込み（お支払い）期限は、2018 年 10 月 19 日(金)です。 

ご希望の方はお急ぎください。 

（視聴期限…2018 年 10 月 31 日(水)） 

 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-181021
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■□実戦生命科学 ワークブック 重要テーマ解説講義 お申込受付中■□ 

 

実戦シリーズ生命科学 ワークブックに関して、重要度の高い問題、質問が多かったものを中心に解説講義を

いたします。講義と合わせて学習していただくと、効率よく知識の整理ができます。 

 

詳細・申込方法はマイルームにてご確認ください。 

 

※お申込み（お支払い）期限は、2018 年 10 月 21 日(日)です。 

ご希望の方はお急ぎください。 

（視聴期限…2018 年 12 月 27 日(木)） 

 

 

【チュートリアルのご案内】 詳細は校舎掲示板またはマイルームにてご確認ください。 

 

★下記のチュートリアルは、すべての校舎でＤＶＤ視聴可能（通学生）、マイルーム配信中です。 

 

「受験校の選択 （90 分）」 

「指数・対数の計算問題攻略 (120 分)」 ※昨年収録したものになります。 

「文系のためのミニマム電気学 （120 分）」 ※昨年収録したものになります。 

「基礎力判定テスト 解説講義 （英語 90 分、物理／化学 各 60 分）」 ※生命科学の解説講義はありません。 

「完成生命科学（秋）中間テスト 解説講義 （90 分）」 

「完成生命科学（冬）中間テスト 解説講義 （90 分）」 

「第１回完成実力テスト 解説講義 （英語／生命科学 各 90 分）」 

「出願書類の書き方 （90 分）」 

「医学英語 長文読解対策 （120 分）」 

「英語得点アップ戦略 （90 分）」 

「実戦生命科学（冬）中間テスト 解説講義 （90 分）」 

「実戦生命科学（春）中間テスト 解説講義 （90 分）」 

「第１回実戦実力テスト 解説講義 （英語／生命科学 各 90 分）」 

「生命科学 過去問解説 第１回 東京医科歯科大学 自然科学総合（90 分）」 

「生命科学 過去問解説 第２回 秋田大学 生命科学（90 分）」 

「第１回公開模試 生命科学／英語／物理・化学 解説講義」 

「第２回完成実力テスト 解説講義（英語／生命科学 各 90 分） 」 

「第３回公開模試 生命科学／英語／物理・化学 解説講義」 

「第２回実戦実力テスト 解説講義（英語／生命科学 各 90 分） 」 

 

 

 

≪２０１９年度実施試験対応≫ 

 

「基礎力判定テスト」 

 

生命科学 60 分 

＜新宿本校＞10/20（土）11:45 

＜名駅校＞ 10/27（土）11:30 

＜新大阪校＞10/21（日）11:30 

＜ＷＥＢ通信＞発送済 
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英語 60 分 

＜新宿本校＞10/20（土）10:30 

＜名駅校＞ 10/27（土）10:15 

＜新大阪校＞10/21（日）10:15 

＜ＷＥＢ通信＞発送済 

 

物理 60 分 

＜新宿本校＞10/21（日）15:15 

＜名駅校＞ 配布中 

＜新大阪校＞10/21（日）13:30 

＜ＷＥＢ通信＞発送済 

 

化学 60 分 

＜新宿本校＞10/21（日）14:00 

＜名駅校＞ 配布中 

＜新大阪校＞10/21（日）14:45 

＜ＷＥＢ通信＞発送済 

 

 

【チュートリアルのご案内】 

 

「基礎復習テスト 生命科学３ 解説講義」 90 分 

＜新宿本校＞10/28（日）13:30 

＜名駅校＞／＜新大阪校＞11/2（金）～DVD 視聴可能 

＜ＷＥＢ通信＞11/7（水）配信予定 

 

「受験校の選択」 90 分 

＜新宿本校＞11/3（土）10:30 

＜名駅校＞11/24（土）14:00 

＜新大阪校＞12/24（日）10:00 

＜ＷＥＢ通信＞11/14（水）配信予定 

 

★下記のチュートリアルは、すべての校舎でＤＶＤ視聴可能（通学生）、マイルーム配信中です。 

 

「基礎復習テスト 生命科学１ 解説講義」 90 分 

「基礎復習テスト 生命科学２ 解説講義」 90 分 

 

 

【個別カウンセリングのご案内】 

 

■□ 個別カウンセリング □■ 

下記より、各校舎カウンセリング日程をご覧いただくことができます。 

※ご予約方法は校舎によって異なります。 

※次月分は毎月 25 日頃、決定分より順次予約受付開始となります。 

 

【新宿本校】https://school.kals.jp/student-shn/blog/27380 
【名駅校】 https://school.kals.jp/student-mk/blog/27395 

【新大阪校】https://school.kals.jp/student-sho/medical-trn-cns 
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◎WEB カウンセリングについては以下よりご確認ください。 

http://www.kals.jp/kouza/igakubu/kyoumuinfo/pdf/web-counsering.pdf 

 

 

◆個別カウンセリングを受ける際、通学・通信問わず個人登録シート（受講生カード）が 

 必要です。 ご提出がまだの方は、お早めにご提出ください。 

 

http://www.kals.jp/kouza/igakubu/kyoumuinfo/pdf/web-counsering.pdf

