
2021年9月号

日程 入試区分・大学名 日程 入試区分・大学名
2022/01/15（土） 【共通テスト】 2022/02/10（木） （二次）日本医科[前期]（選択①）

2022/01/16（日） 【共通テスト】 （一次）大阪医科薬科

2022/01/17（月） （一次発表）順天堂

2022/01/18（火） （一次）愛知医科 （一次発表）東京医科

2022/01/19（水） （一次）国際 （一次発表）埼玉医科[前期]

（一次）岩手医科 （合格発表）聖マ[前期]

2022/01/20（木） （一次）藤田医科 （合格発表）東北医科薬科

2022/01/21（金） （一次）杏林 2022/02/11（金） （二次）日大[1期]

2022/01/22（土） （一次）東北医科薬科 （二次）日本医科[前期]（選択②）

2022/01/23（日） （一次発表）国際 （合格発表）兵庫医科

（一次発表）藤田医科 2022/02/12（土） （二次）昭和[前期]①（選択）

（一次）川崎医科 （二次）東海（選択）

2022/01/24（月） （一次）帝京① （二次）順天堂（選択）

（一次発表）愛知医科 （二次）東京医科

2022/01/25（火） （一次）帝京② （二次）獨協（選択）

（一次）聖マ[前期] （二次）関西医科

（一次発表）岩手医科 2022/02/13（日） （二次）昭和[前期]②（選択）

（一次発表）川崎医科 （二次）埼玉医科[前期]

2022/01/26（水） （一次）帝京③ （二次）順天堂（選択）

（一次）東邦 （二次）東海（選択）

（一次）兵庫医科 （二次）近畿[前期]

（二次）国際（選択）① （二次）産業医科

2022/01/27（木） （二次）国際（選択）② （二次）獨協（選択）

（二次）愛知医科（選択）① （二次）久留米[前期]

2022/01/28（金） （一次）獨協①（両日可） 2022/02/14（月） （二次）順天堂（選択）

（一次発表）東北医科薬科 （二次）福岡

（一次発表）帝京 （二次）金沢[前期]（選択）

（一次発表）杏林 （合格発表）昭和[前期]

（二次）岩手医科（選択）① 2022/02/15（火） （合格発表）日本医科[前期]

（二次）藤田医科① （二次）金沢[前期]（選択）

（二次）国際（選択）③ 2022/02/16（水） （一次発表）慈恵

（二次）愛知医科（選択）② （二次）女子医科（指定①）

2022/01/29（土） （一次）獨協②（両日可） （合格発表）日大[1期]

（一次）関西医科 2022/02/17（木） （一次発表）大阪医科薬科

（二次）岩手医科（選択）② （二次）女子医科（指定②）

（二次）藤田医科② （合格発表）埼玉医科[前期]

（二次）国際（選択）④ （合格発表）金沢[前期]

2022/01/30（日） （一次）近畿[前期] （合格発表）関西医科

（一次）北里 2022/02/18（金） （合格発表）東海

（二次）国際（選択）⑤ （合格発表）東京医科

2022/01/31（月） （一次発表）東邦 （合格発表）獨協

（二次）国際（選択）⑥ 2022/02/19（土） （一次）慶應義塾

（二次）川崎医科（指定）① （二次）大阪医科薬科

2022/02/01（火） （一次）日大[1期] （二次）慈恵（選択①）

（一次）久留米[前期] （合格発表）順天堂

（二次）杏林（選択） 2022/02/20（日） （二次）慈恵（選択②）

（一次発表）聖マ[前期] 2022/02/21（月） （二次）慈恵（選択③）

（二次）川崎医科（指定）② （合格発表）久留米[前期]

2022/02/02（水） （一次）東海① 2022/02/22（火） （合格発表）大阪医科薬科

（一次）福岡 2022/02/23（水） （合格発表）近畿[前期]

（一次）女子医科 （合格発表）福岡

（一次）日本医科[前期] 2022/02/24（木） （合格発表）女子医科

（二次）杏林（選択） 2022/02/25（金） （二次発表）産業医科

（二次）川崎医科（指定）③ 2022/02/26（土） （一次発表）慶應義塾

（合格発表）藤田医科 2022/02/27（日） （一次）埼玉医科[後期]

2022/02/03（木） （一次）順天堂 （一次）近畿[後期]

（一次）東海② 2022/02/28（月） （合格発表）慈恵

（一次）金沢[前期]①（選択） 2022/03/01（火） （一次）金沢[後期]

（一次発表）兵庫医科 （二次）慶應義塾

（一次発表）北里 2022/03/02（水） （一次）聖マ[後期]

（二次）東邦（選択）① 2022/03/03（木） （一次発表）埼玉医科[後期]

（二次）帝京（選択）① （一次発表）金沢[後期]

（合格発表）岩手医科 2022/03/04（金） （一次）日大[2期]

（合格発表）愛知医科 （一次）日本医科[後期]※予定

2022/02/04（金） （一次）金沢[前期]②（選択） 2022/03/05（土） （一次発表）近畿[後期]

（一次）昭和[前期] （合格発表）慶應義塾

（二次）東邦（選択）② （一次）昭和[後期]

（二次）帝京（選択）② 2022/03/06（日） （二次）埼玉医科[後期]

（合格発表）川崎医科 2022/03/07（月）

2022/02/05（土） （一次）東京医科 2022/03/08（火） （一次）久留米[後期]

（二次）聖マ[前期]① （二次）金沢[後期]

（二次）東北医科薬科①（指定） 2022/03/09（水） （一次発表）聖マ[後期]

（二次）兵庫医科（選択）① （一次発表）昭和[後期]

（二次）北里（選択）① （一次発表）日本医科[後期]※予定

（合格発表）国際 2022/03/10（木） （二次）近畿[後期]

2022/02/06（日） （一次）埼玉医科[前期] （合格発表）金沢[後期]

（一次発表）日大[1期] （一次）大阪医科薬科[後期]

（二次）聖マ[前期]② 2022/03/11（金） （二次）聖マ[後期]

（二次）東北医科薬科②（指定） （二次）日本医科[後期]※予定

（二次）兵庫医科（選択）② （合格発表）埼玉医科[後期]

（二次）北里（選択）② 2022/03/12（土） （二次）昭和[後期]

2022/02/07（月） （一次発表）久留米[前期] （一次発表）日大[2期]

（合格発表）杏林 （一次発表）久留米[後期]

（合格発表）東邦 （小論文・面接）産業医科

（二次）北里（選択）③ 2022/03/14（月） （合格発表）昭和[後期]

2022/02/08（火） （一次発表）日本医科[前期] （合格発表）日本医科[後期]※予定

（一次発表）近畿[前期] 2022/03/15（火） （一次発表）大阪医科薬科[後期]

（一次発表）東海 2022/03/16（水） （二次）久留米[後期]

（一次発表）福岡 2022/03/17（木） （二次）日大[2期]

（一次発表）金沢[前期] （二次）大阪医科薬科[後期]

（一次発表）関西医科 2022/03/18（金） （合格発表）近畿[後期]

（合格発表）帝京 （合格発表）産業医科

2022/02/09（水） （一次）慈恵 （合格発表）聖マ[後期]

（一次発表）女子医科 （合格発表）大阪医科薬科[後期]

（一次発表）昭和[前期] 2022/03/19（土） （合格発表）久留米[後期]

（一次発表）獨協 2022/03/23（水） （合格発表）日大[2期]

（合格発表）北里
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　※8/19時点で発表された日程となります。各大学共に新型コロナウイルス感染症対策等で変更される場合があります。必ず各大学HPなどでご確認ください。

　2022年度私立医学部入試日程一覧（2021.8.19現在）

プリティ中野の

モノローグ

Time flies.

卒塾生の入学式をお

祝いした４月はまる

で昨日のことのよう

に感じられますが、

一方で来年１月入試

本番はあと５ヶ月に

迫っています。

もうすぐ秋の足音が

聞こえ始め、あれよ

あれよといううちに

紅葉が目に染みる季

節を迎え、濃尾平野

を囲む猿投山、伊吹

山などの山々に初雪

が降れば大晦日はも

う目の前です。

受験に臨む塾生全員

が志望校合格を果た

せますよう残された

日々に、セントメプ

レス全講師スタッフ、

全力投球致しますの

で、どうかご協力ご

支援のほど何卒よろ

しくお願いいたしま

すm(_ _)m


