
受験日 大学名

2023/01/14（土） 【共通テスト】

2023/01/15（日） 【共通テスト】

2023/01/16（月）

2023/01/17（火）

【一次】国際医療福祉 東京 大阪 成田 福岡

【一次】岩手医科 名古屋 東京 大阪 本学 福岡 札幌

2023/01/19（木） 【一次】藤田医科[前期] 名古屋 東京 大阪

2023/01/20（金） 【一次】杏林 東京（五反田TOC）

2023/01/21（土） 【一次】東北医科薬科 東京 大阪 仙台 札幌

【一次発表】国際医療福祉

【一次】川崎医科 本学

2023/01/23（月）

【一次】聖マリ[前期] 東京（五反田TOC）

【一次】愛知医科 名古屋 東京 大阪 福岡

【一次学力】自治医

【一次発表】岩手医科

【一次発表】藤田医科[前期]

【一次発表】川崎医科

【一次】兵庫医科 東京 神戸 福岡

【一次面接】自治医

【二次】国際医療福祉① 【国際】大学側指定

【一次】帝京① 東京（板橋）

【二次】国際医療福祉② 【国際】大学側指定

【一次】北里 東京 本学（相模原C） 【北里】東京会場追加

【一次】帝京② 東京（板橋）

【一次発表】東北医科薬科

【二次】国際医療福祉③ 【国際】大学側指定

【二次】岩手医科① 【岩手】出願時選択

【二次】藤田医科[前期]①

【一次】帝京③ 東京（板橋）

【一次】獨協① 東京（五反田TOC） 本学

【一次】関西医科［前期］ 名古屋 新宿 大阪 福岡

【一次発表】杏林

【二次】国際医療福祉④ 【国際】大学側指定

【二次】岩手医科② 【岩手】出願時選択

【二次】藤田医科[前期]②

【一次】獨協② 東京（五反田TOC） 本学

【一次】近畿［前期］ 名古屋 東京（新宿） ※ 本学（大阪狭山C） 広島 福岡

【二次】国際医療福祉⑤ 【国際】大学側指定

【一次】金沢医科① 名古屋 東京 大阪 本学 福岡

【一次発表】愛知医科

【二次】国際医療福祉⑥ 【国際】大学側指定

【二次】川崎医科① 【川崎】大学側指定

【一次】金沢医科② 名古屋 東京 大阪 本学 福岡

【一次】埼玉医科 東京

【一次発表】聖マリ[前期]

【二次】川崎医科② 【川崎】大学側指定

【一次】日大［Ⅰ期］ 名古屋 東京 大阪 広島 福岡 札幌 会場多数

【一次】久留米［前期］ 東京（汐留） 本学

【一次発表】帝京

【二次】杏林①

【合格発表】藤田医科[前期]

【一次】東海① 名古屋 東京（TOC有明） 大阪 福岡 【東海】数Ⅲを削除

【一次】福岡 名古屋 東京 大阪 本学

【一次発表】北里

【一次発表】兵庫医科

【二次】杏林②

【二次】愛知医科① 【愛知】出願時に選択

【合格発表】岩手医科

【合格発表】川崎医科

【一次】順天 東京※(幕張メッセ） 【愛知】出願時に選択

【一次】東海② 名古屋 東京（TOC有明） 大阪 福岡

【一次発表】金沢医科

【二次】愛知医科②

2023/01/18（水）

2023/01/22（日）

2023/01/24（火）

2023/01/25（水）

2023/01/26（木）

2023/01/27（金）

2023/01/28（土）

2023/01/29（日）

2023/01/30（月）

2023/01/31（火）

2023/02/01（水）

2023/02/02（木）

2023/02/03（金）

St.Mepres塾報 2022年9月号

受験会場

■　2023年私立医学部入試日程一覧　【前期一次まで記載】 （2022年8月1日時点で発表のあった大学のみ）

■　医学部志望者保護者勉強会のお知らせ

医学部を目指している中高生、浪人生の保護者様はどなたでもご参加いただけます。

■ 日時／10月16日(日） 13:30～16:00

■ 会場／千種正文館2階会議室

■ 内容／医学部が求める学生像、また寄付金や学資ローン、奨学金制度について ～林哲也(愛知医科大学元事務部部長)

面接では何を評価するのか、また家庭にお願いしたいこと ～前野芳正(元藤田医科大学医学部准教授)

勝敗をわけるもの ～中野俊一(セントメプレス学長)

質疑応答の時間も設けております。座席数に限りがありますので、出席のご連絡はセントメプレス(担当：相津)まで早目にお電話ください。



【一次】昭和［Ⅰ期］ ※公開前

【一次発表】自治医

【二次】東北医科薬科①

【二次】北里① 【北里】出願時に選択

【二次】聖マリ[前期]①

【二次】兵庫医科 【兵庫医科】出願時に選択

【合格発表】国際医療福祉

【二次】東北医科薬科②

【二次】北里② 【北里】出願時に選択

【二次】聖マリ[前期]②

【二次】兵庫医科 【兵庫医科】出願時に選択

【一次発表】日大［Ⅰ期］

【二次】北里③ 【北里】出願時に選択

【二次】帝京①

【一次】東邦 東京（五反田TOC） 本学（大森C）

【一次発表】近畿［前期］

【一次発表】関西医科［前期］

【一次発表】久留米［前期］

【二次】帝京② 【帝京】出願時に選択

【一次発表】昭和［Ⅰ期］

【一次発表】獨協

【一次発表】福岡

【二次】金沢医科①

【合格発表】北里

【一次】慈恵会医科 東京（五反田TOC）

【一次発表】順天

【一次発表】東海

【二次】自治医

【二次】金沢医科②

【合格発表】杏林

【合格発表】帝京

【合格発表】愛知医科

【一次】大阪医科薬科 名古屋 東京（大手町） 大阪

【一次発表】東邦

【合格発表】東北医科薬科

【合格発表】聖マリ[前期]

【合格発表】兵庫医科

中堅校医学部　前期受験モデルプラン②

　岩手医科大【1/18名古屋受験】→ 藤田医科大【1/19名古屋受験】→ 愛知医科大【1/24名古屋受験】→ 1/26移動🚄　

　                            → 北里大【1/27東京受験】→ 獨協大① 【1/28東京受験】→ 金沢医科大①【1/30東京受験】→ 埼玉医科大学【1/31東京受験】→1/31移動🚄

                                                                                                                                                                                   　→ 福岡大学【2/2名古屋受験】

中堅校医学部　前期受験モデルプラン③

　岩手医科大【1/18名古屋受験】→ 藤田医科大【1/19名古屋受験】→ 愛知医科大【1/24名古屋受験】→ 移動🚄

　                  → 兵庫大【1/25東京受験】→ 北里大【1/27東京受験】→ 近畿大【1/29東京受験】→ 金沢医科大【1/30東京受験】→ 埼玉医科大【1/31東京受験】

2023/02/04（土）

中堅校医学部　前期受験モデルプラン①

　岩手医科大【1/18名古屋受験】→ 藤田医科大【1/19名古屋受験】→ 愛知医科大【1/24名古屋受験】→ 1/25移動🚄

                                                                          → 帝京大①②③【1/26・27・28東京受験】→ 埼玉医科大【1/31東京受験】→ 東海大①②【2/2・3東京受験】

2023/02/05（日）

2023/02/06（月）

2023/02/08（水）

2023/02/09（木）

2023/02/10（金）

2023/02/07（火）

林 哲也先生
元愛知医科大学医学部事務部長

セント・メプレス顧問

中野 俊一学長
セント・メプレス学長

プリティ中野のモノローグ

東海中学校高等学校元校長伊藤公治郎先生が自らの教育活動の集大成として設立された医歯薬文理進学

研究会主催の医学部志望者保護者勉強会は、長く二次試験の面接官を務めてこられた前野先生、また事務局

責任者として入試と入学及びその後の学生生活全般を管理されてきた林先生、そして私中野が私立医科大学

入試を中心に様々な角度からわかりやすく解説させていただきます。お子様が挑む現代の医学部入試の実際

をつかんでいただくことで、ご家庭でのより有効なサポートの在り方をイメージしていただけると思います。どう

か万障お繰り合わせの上御参加いただけますよう衷心よりお願い致します。 中野俊一拝

なお、次回【よき医療人養成講座】は９月５日(月)19:00～です。保護者の皆様のご参観を歓迎致します。

ミスター林の医学部入試耳より情報

現役合格は難しいでしょうか？

医学部に現役で合格することは非常に難しいと思われていますよね。

確かに、入試情報によると、私立医大の現役合格率は約30％位となっています。推薦入試などを除きますと約20％位で、なかなか現役合格は難しいことには違い

ありません。また、医学部の場合、一般学部に比べ、3浪以上の多浪の方もかなり多く受験しますので、どうしても現役割合が低くなります。

しかし、現役ならではの有利な事も多々あります。

・推薦入試、AO入試などの出願資格は、現役のみの場合もある。

・面接では、学生服姿のフレッシュな印象をアピールできる。

・集中力が維持しやすい。雑念が少ない。

そして、予備校費用がいらないため経済的負担が少ない. などが考えられます。 現役生の方は決してあきらめないで、ストレート合格を目指してください。


