
入試区分 募集人員
日 程

出願期間 試験日 合格者発表

推薦

一期 10名 2019.10.28(月)～11.7(木) 2019.11.10(日) 2019.11.13(水)

試験科目
⃝小論文
⃝面　接

試験会場 本学キャンパス

一般選抜

一期 30名 2020.1. 7 (火)～1.21(火) 2020.1.24(金) 2020.1.29(水)

二期 10名 2020.2 . 3 (月)～2.18(火) 2020.2.21(金) 2020.2.26(水)

三期   6名 2020.2.25(火)～3.12(木) 2020.3.16(月) 2020.3.19(木)

試験科目

⃝必須科目　　コミュニケーション英語(Ⅰ･Ⅱ)
⃝選択科目　　数学(Ⅰ･Ⅱ･A)　　物理基礎・物理　　4科目のうち　

化学基礎・化学　生物基礎・生物　　1科目を試験場で選択
※英語､数学及び理科は各科目とも旧課程との共通部分から出題する

⃝面　　接

試験会場
一期　本学キャンパス・東京・大阪
二期　本学キャンパス・東京・大阪
三期　本学キャンパス・東京・大阪

ＡＯ

一期 5名 2019.9.9(月)～9.26(木) 2019.9.28(土) 2019.10.1(火)

試験科目 ⃝面接　※選考方法　出願書類および面接試験の結果を総合して判定する

試験会場 本学キャンパス

同窓特別

一期 3名 2019.9 . 9 (月)～9.26(木) 2019.9.28(土) 2019.10 . 1 (火)

二期 2名 2020.2.25(火)～3.12(木) 2020.3.16(月) 2020. 3 .19(木)

試験科目 ⃝面接　※選考方法　出願書類および面接試験の結果を総合して判定する

試験会場 本学キャンパス

入試区分 編入学年
日 程

出願期間 試験日 合格者発表

編入学

2年次

2019.9.2(月)～2020.3.19(木) 随　時 試験後3日以内

試験科目
⃝小 論 文　
⃝面　　接

3年次
・

4年次

一期 2020.2 . 3 (月)～2.20(木) 2020.2.25(火) 2020. 2 .27(木)

二期 2020.2.28(金)～3.19(木) 2020.3.23(月) 2020. 3 .25(水)

試験科目
⃝学力試験(歯科専門科目の多肢選択問題)　
⃝面 接

試験会場 本学キャンパス

2020年度 奥羽大学　歯学部 入学試験概要



2020年度 奥羽大学　歯学部 特待生選抜 入学試験概要

特待生

⃝授業料全額免除
 〔資格〕
①特待生の資格は､人物､成績､健康共に優秀で他の学生の模範と認められる者とする。
②毎年の資格審査に合格した者は、6年次まで継続することができる。

区分 募集人員
日 程

出願期間 試験日 合格者発表

一期 25名 2020. 1 . 7 (火)～1.21(火) 2020.1.24(金) 2020.1.29(水)

二期   5名 2020.2.25(火)～3.12(木) 2020.3.16(月) 2020.3.19(木)

出願資格
①高等学校または中等教育学校を卒業した者、並びに2020年3月卒業見込みの者
②通常の課程による12年の学校教育を修了した者、並びに2020年3月修了見込みの者
③その他の出願資格は一般選抜に準ずる

試験科目

⃝外国語　　コミュニケーション英語(Ⅰ･Ⅱ)
⃝数　学　　数学(Ⅰ･Ⅱ･Ａ)
⃝理　科　　物理基礎・物理　

化学基礎・化学　　3科目のうち1科目を試験場で選択　
生物基礎・生物
※英語、数学及び理科は各科目とも旧課程との共通部分から出題する

⃝面　接　　個人面接

基準
選抜基準 入学試験の取得点数が80点以上

継続基準 進級試験の取得点数が80点以上

試験会場 本学キャンパス



編入学年 募集人員 出願資格

2年次 若干名

①大学を卒業又は2020年3月卒業見込みの者
②短期大学を卒業又は2020年3月卒業見込みの者
③高等専門学校を卒業又は2020年3月卒業見込みの者
④医療系専修学校専門課程を修了した者又は2020年3月修了見込みの者
⑤大学に2年以上在学し、62単位以上を修得した者
⑥歯学部又は薬学部並びに医学部に1年以上在学し、第1学年の所定の単位を修得した者

3年次
・

4年次
若干名

①歯科大学又は歯学部に3年以上在学し、当該学年所定の単位を修得した者
※出願受付時に、前大学の履修科目単位を審査のうえ3年次・4年次編入学試験区分を指定する

編入学年
日 程

出願期間 試験日 合格者発表

2年次 2019.9 . 2 (月)～2020.3.19(木) 随　時 試験後3日以内

3年次
・

4年次

一期 2020. 2 . 3 (月)～2.20(木) 2020.2.25(火) 2020.2.27(木)

二期 2020.2.28(金)～3.19(木) 2020.3.23(月) 2020.3.25(水)

 試験日程

編入学年 科 目 内 容

2年次
小 論 文 120分、1,200字

面 接 個人面接

3年次
・

4年次

学力検査
多肢選択問題100問
本学歯学部カリキュラムに基づく履修科目から出題する

面 接 個人面接

 選考　※出願書類、試験及び面接試験の結果を総合して判定する

2020年度 奥羽大学　歯学部 編入学 試験概要

奥羽大学　歯学部学事部入試係
〒963-8611　福島県郡山市富田町字三角堂31番1

TEL：024-932-9005・9055(直通)	 FAX：024-933-7372
HP：http://www.ohu-u.ac.jp	 E-mail：info@ohu-u.ac.jp

入試に関する問合せ先



入試区分 募集人員
日 程

出願期間 試験日 合格者発表

推薦

一期 30名 2019.10.28(月)～11.7(木) 2019.11.10(日) 2019.11.13(水)

試験科目 ⃝面接　※選考方法　出願書類および面接試験の結果を総合して判定する

試験会場 本学キャンパス

一般選抜

一期 45名 2020. 1 .7 (火)～1.22(水) 2020.1.26(日) 2020.1.29(水)

二期 20名 2020.1.29(水)～2.10(月) 2020.2.14(金) 2020.2.18(火)

三期   5名 2020.2.25(火)～3.12(木) 2020.3.16(月) 2020.3.18(水)

試験科目

⃝　コミュニケーション英語(Ⅰ･Ⅱ)　英語、数学2教科のうち
数学(Ⅰ･Ⅱ･A)  1教科を試験場で選択

⃝理科　　物理基礎・物理　
化学基礎・化学　　3科目のうち1科目を試験場で選択
生物基礎・生物
※英語、数学及び理科は各科目とも旧課程の範囲との共通部分から出題する

試験会場
一期　本学キャンパス・仙台・東京
二期　本学キャンパス・仙台・東京
三期　本学キャンパス

ＡＯ

一期 10名 2019.9.9(月)～9.26(木) 2019.9.28(土) 2019.10.1(火)

試験科目 ⃝面接　※選考方法　出願書類および面接試験の結果を総合して判定する

試験会場 本学キャンパス

編入学

随時 若干名 2019.9.2(月)～2020.3.19(木) 願書受付後
日程調整のうえ随時実施 試験実施後3日以内

試験科目
〈2年次編入〉⃝小論文　⃝面接
〈4年次編入〉⃝小論文　⃝面接

試験会場 本学キャンパス

社会人
特別入学

随時 若干名 2019.9.2(月)～2020.3.19(木) 願書受付後
日程調整のうえ随時実施 試験実施後3日以内

試験科目 〈1年次〉⃝小論文　⃝面接

出願資格

2020年4月1日までに22歳以上に達し、下記に該当する者
①高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者
②本学卒業後、薬剤師として働く高い志を持ち、人物・学業成績ともに優れて

いる者

試験会場 本学キャンパス

2020年度 奥羽大学　薬学部 入学試験概要



2020年度 奥羽大学　薬学部 帰国生徒 入学試験概要

特待生

⃝授業料全額免除
 〔資格〕
①特待生の資格は､人物､成績､健康共に優秀で他の学生の模範と認められる者とする。
②毎年の資格審査に合格した者は、6年次まで継続することができる。

区分 募集人員
日 程

出願期間 試験日 合格者発表

一期 25名 2020.1 . 7 (火)～1.22(水) 2020.1.25(土) 2020.1.29(水)

二期  5名 2020.2.25(火)～3.12(木) 2020.3.16(月) 2020.3.18(水)

出願資格
①高等学校または中等教育学校を卒業した者、並びに2020年3月卒業見込みの者
②通常の課程による12年の学校教育を修了した者、並びに2020年3月修了見込みの者
③その他の出願資格は一般選抜に準ずる

試験科目

⃝外国語　　コミュニケーション英語(Ⅰ･Ⅱ)
⃝数　学　　数学(Ⅰ･Ⅱ･Ａ)
⃝理　科　　物理基礎・物理　

化学基礎・化学　　3科目のうち1科目を試験場で選択　
生物基礎・生物
※英語、数学及び理科は各科目とも旧課程との共通部分から出題する

⃝面　接　　個人面接

基準
選抜基準 入学試験の取得点数が80点以上

継続基準 進級試験の取得点数が80点以上

試験会場 本学キャンパス

2020年度 奥羽大学　薬学部 特待生選抜 入学試験概要

入試区分 募集人員
日 程

出願期間 試験日 合格者発表

帰国生徒

随時 若干名 2019.9.2(月)～2020.3.19(木) 願書受付後
日程調整のうえ随時実施 試験実施後3日以内

試験科目 〈1年次〉⃝小論文　⃝面接 

出願資格
日本国籍を有し、海外在住期間が継続して2年以上で次のいずれかに該当する者
①外国の高等学校を卒業した者
②「一般選抜」の出願資格を有し、2017年1月以降に帰国された者

試験会場 本学キャンパス



編入学年 募集人員 出願資格

2年次 若干名

①大学を卒業又は2020年3月卒業見込みの者
②短期大学を卒業又は2020年3月卒業見込みの者
③高等専門学校を卒業又は2020年3月卒業見込みの者
④医療系専修学校専門課程を修了した者又は2020年3月修了見込みの者
⑤大学に2年以上在学し、62単位以上を修得した者
⑥歯学部又は薬学部並びに医学部に1年以上在学し、第1学年の所定の単位を修得した者

4年次 若干名
①4年制薬科大学又は薬学部を卒業した者並びに2020年3月卒業見込みの者
②6年制若しくは4年制薬科大学又は薬学部に3年以上在学し、当該学年所定の単位を修得

した者

編入学年
日 程

出願期間 試験日 合格者発表

2年次
2019.9.2(月)～2020.3.19(木) 随　時 試験後3日以内

4年次

 試験日程

編入学年 科 目 内 容

2年次
小論文 120分、1200字

面　接 個人面接

4年次
小論文 120分、1200字

面　接 個人面接

 選考　※出願書類、試験及び面接試験の結果を総合して判定する

2020年度 奥羽大学　薬学部 編入学 試験概要

奥羽大学　薬学部学事部入試係
〒963-8611　福島県郡山市富田町字三角堂31番1

TEL：024-932-8995・9006(直通)	 FAX：024-933-7372
HP：http://www.ohu-u.ac.jp	 E-mail：info@ohu-u.ac.jp

入試に関する問合せ先




