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入試区分 募集人員
日 程

出願期間 試験日 合格者発表

学校推薦型
選抜

一期 10名 2021.11.11(木)～11.22(月) 2021.11.27(土) 2021.12.1(水)

試験科目
⃝小論文（期日までに郵送）　　　⃝面接（自宅にてZoomを使用）
※選抜方法　出願書類および面接･小論文試験の結果を総合して判定する

試験会場  郡山ビューホテル本館（自宅でZoomが使用不可の場合）

一般選抜

一期 30名 2022.1.7(金)～1.20(木) 2022.1.25(火) 2022.1.28(金)

二期 10名 2022.2.1(火)～2.14(月) 2022.2.17(木) 2022.2.21(月)

三期   6名 2022.2.24(木)～3.16(水) 2022.3.22(火) 2022.3.25(金)

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科目を試験会場で選択
　　　　　　　※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 郡山ビューホテルアネックス

総合型
選抜

一期 5名 2021.10.11(月)～10.25(月) 2021.10.29(金) 2021.11.4(木)

試験科目
⃝小論文（期日までに郵送）　　　⃝面接（自宅にてZoomを使用）
※選抜方法　出願書類および面接･小論文試験の結果を総合して判定する

試験会場  郡山ビューホテルアネックス（自宅でZoomが使用不可の場合）

同窓特別
選抜

一期 3名 2021.10.11(月)～10.25(月) 2021.10.29(金) 2021.11.4(木)

二期 2名 2022.2.24(木)～3.16(水) 2022.3.22(火) 2022.3.25(金)

試験科目
⃝小論文（期日までに郵送）　　　⃝面接（自宅にてZoomを使用）
※選抜方法　出願書類および面接･小論文試験の結果を総合して判定する

試験会場 郡山ビューホテルアネックス（自宅でZoomが使用不可の場合）

社会人
特別入学
(1年次)

随時 若干名 2021.9.1(水)～2022.3.24(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
⃝小論文（期日までに郵送）　　　⃝面接（自宅にてZoomを使用）
※選抜方法　出願書類および面接･小論文試験の結果を総合して判定する

出願資格
2022年4月1日までに22歳以上に達し、高等学校もしくは
中等教育学校を卒業した者　

試験会場 郡山ビューホテルアネックス（自宅でZoomが使用不可の場合）

2022年度 奥羽大学　歯学部 入学試験概要
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2022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 20名 2022.1.7(金)～1.20(木) 2022.1.25(火) 2022.1.28(金)

二期   5名 2022.2.1(火)～2.14(月) 2022.2.17(木) 2022.2.21(月)

三期   5名 2022.2.24(木)～3.16(水) 2022.3.22(火) 2022.3.25(金)

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2022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2022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科目を試験会場で選択　
　　　　　　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  郡山ビューホテルアネックス
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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2022年3月卒業見込みの者
②短期大学を卒業又は2022年3月卒業見込みの者
③高等専門学校を卒業又は2022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2022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
2021.9.1(水)～2022.3.24(木)

(3月を除き各試験日
1週間前必着とする)

2021.10.4(月)

試験後3日以内

2021.11.8(月)

2021.12.6(月)

2022.1.17(月)

2022.2.7(月)

2022.3.28(月)

3年次
・

4年次

一期 2022.2.1(火)～2.14(月) 2022.2.16(水) 2022.2.21(月)

二期 2022.2.24(木)～3.24(木) 2022.3.28(月) 2022.3.30(水)

 試験日程

編入学年 科 目 内 容

2年次
小 論 文  期日までに郵送　※2022.3.28(月)のみ郡山ビューホテルアネックスで実施

面 　 接  個人面接(自宅にてZoomを使用)　
※2022.3.28(月)のみ郡山ビューホテルアネックスで対面面接

3年次
・

4年次

学力試験
 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

試験会場 郡山ビューホテルアネックス

 選抜　※出願書類、試験及び面接試験の結果を総合して判定する

2022年度 奥羽大学　歯学部 編入学 試験概要

奥　  羽　  大　  学	 〒963-8611　福島県郡山市富田町字三角堂31番1
	 	 HP：https://www.ohu-u.ac.jp	 E-mail：info@ohu-u.ac.jp

歯学部学事部入試係	 TEL：024-932-9005・9055(直通)	　FAX：024-933-7372	
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入試区分 募集人員
日 程

出願期間 試験日 合格者発表

学校推薦型
選抜

一期 30名 2021.11.11(木)～11.22(月) 2021.11.27(土) 2021.12.1(水)

試験科目 ⃝面接　※選抜方法　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 郡山ビューホテル本館

一般選抜

一期 45名 2022.1.7(金)～1.17(月) 2022.1.21(金) 2022.1.26(水)

二期 20名 2022.1.27(木)～2.10(木) 2022.2.15(火) 2022.2.18(金)

三期   5名 2022.2.24(木)～3.11(金) 2022.3.16(水) 2022.3.18(金)

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教科を試験会場で選択
⃝理科　　物理基礎・物理　
　　　　　化学基礎・化学　　3科目のうち1科目を試験会場で選択
　　　　　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・二 期
　　　 郡山（郡山ビューホテルアネックス）・ 仙台（仙台ガーデンパレス）
　　　 東京（ホテルジュラク）
三 期　郡山（郡山ビューホテルアネックス）

総合型選抜

一期 10名 2021.10.7(木)～10.19(火) 2021.10.23(土) 2021.11.1(月)

試験科目 ⃝面接　※選抜方法　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 郡山ビューホテル本館

編入学

随時 若干名 2021.10.1(金)～2022.3.11(金) 願書受付後
日程調整のうえ随時実施 試験実施日から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 郡山ビューホテルアネックス

社会人
特別入学

随時 若干名 2021.10.1(金)～2022.3.11(金) 願書受付後
日程調整のうえ随時実施 試験実施日から3日以内

試験科目 〈1年次〉⃝小論文　⃝面接

出願資格
2022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 郡山ビューホテルアネックス

2022年度 奥羽大学　薬学部 入学試験概要
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2022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 2022.1.7(金)～1.17(月) 2022.1.20(木) 2022.1.26(水)

二期   5名 2022.2.24(木)～3.11(金) 2022.3.16(水) 2022.3.18(金)

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2022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2022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科目を試験会場で選択　
　　　　　　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 進級試験の成績が 80点以上

試験会場 郡山ビューホテルアネックス

2022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 2021.10.1(金)～2022.3.11(金)

2021.10.23(土)
2021.11.27(土)
2022.		1.21(金)
2022.		2.15(火)
2022.		3.16(水)

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「一般入試」の出願資格を有し、2019年1月以降に帰国された者

試験会場 郡山ビューホテルアネックス
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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2022年3月卒業見込みの者
②短期大学を卒業又は2022年3月卒業見込みの者
③高等専門学校を卒業又は2022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2022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2022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
2021.10.1(金)～2022.3.11(金)

願書受付後
日程調整のうえ随時実施

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

 選抜　※出願書類、試験及び面接試験の結果を総合して判定する

2022年度 奥羽大学　薬学部 編入学 試験概要

奥　  羽　  大　  学	 〒963-8611　福島県郡山市富田町字三角堂31番1
	 	 HP：https://www.ohu-u.ac.jp	 E-mail：info@ohu-u.ac.jp

薬学部学事部入試係	 TEL：024-932-8995・9006(直通)	　FAX：024-933-7372	
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入試データ

募集定員(Ａ) 志願者数 受験者数(Ｂ) 合格者数 入学者数 倍率(Ｂ/Ａ)

推　薦 10	 3	 3	 3	 3	 0.30	

総合型選抜 5	 2	 2	 2	 2	 0.40	

同窓特別
一期 3	 2	 2	 2	 2	 0.67	

二期 2	 0 0 0 0 0.00	

特　待

一期 20	 65	 65	 30	 15	 3.25	

二期 5 28	 27	 12	 9	 5.40	

三期 5 23	 21	 6	 2	 4.20	

一　般

一期 30	 45	 44	 42	 4	 1.47	

二期 10	 20	 17	 17	 1	 1.70	

三期 6	 22	 20	 19	 3	 3.33	

社会人特別入試 若干名 2	 2	 1 1

入試全体 96	 212	 203	 134	 42	 2.11	

 2021年度　結果および倍率

歯学部

 男女構成比  現浪比

入学者数
42名 男性

28名
（66.7％）

女性
14名

（33.3％）

入学者数
42名

現役
18名

（42.9％）

高校卒業後1年
6名

（14.2％）

その他
（社会人を含む）
18名

（42.9％）
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薬学部

募集定員(Ａ) 志願者数 受験者数(Ｂ) 合格者数 入学者数 倍率(Ｂ/Ａ)

推　薦 30	 29	 29	 29	 28	 0.97	

総合型選抜 10	 8	 8	 8	 8	 0.80	

特　待
一期 25	 55	 54	 16	 8	

2.43	
二期 5 19	 19	 5	 5	

一　般

一期 45	 56	 55	 55	 18	

0.97	二期 20	 10	 7	 7	 3	

三期 5	 7	 6 6 3	

社会人特別入試 若干名 0	 0	 0	 0	

入試全体 140	 184	 178	 126	 73	 1.27	

 2021年度　結果および倍率

 男女構成比  現浪比

入学者数
73名

男性
36名

（49.3％）

女性
37名

（50.7％）

入学者数
73名 現役

66名
（90.4％）

高校卒業後1年
3名

（4.1％）

その他
（社会人を含む）

4名
（5.5％）
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地域 出身校名称
北海道 函館中部
青森県 弘前南
岩手県 花巻農業／大船渡

宮城県
石巻／名取／名取北／宮
城広瀬／石巻西／仙台育
英学園

秋田県 秋田西

山形県 山形西／山形養護

地域 出身校名称

北海道 函館白百合学園／クラー
ク記念国際

岩手県 一関第一／盛岡第一
宮城県 聖和学園／泉館山
山形県 山形工業／長井

福島県
福島東／安積／会津学鳳　
磐城／福島成蹊／聖光学
院／郡山女子大学附属／
いわき秀英

茨城県 第一学院(高萩校)／江戸
川学園取手

栃木県 國學院大學栃木／宇都宮東

千葉県
銚子(市立)／千葉学芸／
流通経済大学付属柏／千
葉黎明

地域 出身校名称

東京都 日本大学鶴ケ丘／桐朋／
豊島岡女子学園／獨協

神奈川県 藤嶺学園藤沢／鎌倉学園
山梨県 駿台甲府
新潟県 直江津
静岡県 サレジオ学院
大阪府 賢明学院／千里青雲
福岡県 福岡大学附属大濠
佐賀県 弘学館
沖縄県 Ｎ

北海道

　2人（4.8％)
1人（1.4％）

岩手県

2人（4.8％）
2人（2.7％）

秋田県

　1人（1.4％）

青森県

　2人（2.7％）

山形県

　2人（4.8％）
　2人（2.7％）

新潟県

　1人（2.4％）　1人（2.4％）
　1人（1.4％）　1人（1.4％）

大阪府

　2人（4.8％）福岡県

　1人（2.4％）

佐賀県

　1人（2.4％）

静岡県

1人（2.4％）

山梨県

　1人（2.4％）
　1人（1.4％）

宮城県

		2人（		4.8％）	
8人（11.0％）

福島県

9人（21.4％）
48人（65.8％）

茨城県

2人（4.8％）
2人（2.7％）

栃木県

2人（4.8％）
4人（5.5％）

沖縄県

1人（2.4％）

千葉県

4人（9.5％）

埼玉県

1人（1.4％）

東京都

4人（9.5％）

神奈川県

2人（4.8％）

地域 出身校名称

福島県

福島(県立)／福島東／福
島南／福島西／福島成蹊
／安達／原町／安積／安
積黎明／郡山東／あさか
開成／郡山／帝京安積／
日本大学東北／尚志／石
川(私立)／須賀川桐陽／
白河旭／会津／葵／会津
学鳳／会津ザベリオ／喜
多方／湯本　

茨城県 下館第二／水城

栃木県 大田原／小山南／宇都宮
清陵／作新学院

埼玉県 花咲徳栄
新潟県 北越
山梨県 笛吹

歯学部 薬学部

東北
関東
中部
近畿

沖縄
外国等

九州

北海道

15人（35.7％）

14人（33.3％）

		3人（		7.1％）

		2人（		4.8％）

		1人（		2.4％）

		3人（		7.1％）

		2人（		4.8％）

			2人（		4.8％）

63人（86.3％）

1人（		1.4％）

7人（		9.6％）

		2人（		2.7％）

 入学者の出身地域

 入学者の出身高校
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歯学部

区　分   特待生（全額）   特待生（半額） 一般入学生

１年次
入学金 500,000 					500,000 					500,000

授業料 　　　		0 		1,750,000 		3,500,000

２年次以降の年額 　　　		0 		1,750,000 		3,500,000

６年間の総額 500,000 11,000,000 21,500,000

歯学部

区　分  金額

父兄会入会金（入学時） 10,000

父 兄 会 費 （ 毎 年 度 ） 25,000

父兄会共済基金（毎年度） 　5,000

学 友 会 費 （ 毎 年 度 ） 10,000

初 年 度 納 入 金 合 計 50,000

薬学部

区　分  金額

父兄会入会金（入学時） 10,000

父 兄 会 費 （ 毎 年 度 ） 20,000

学 友 会 費 （ 毎 年 度 ） 10,000

初 年 度 納 入 金 合 計 40,000

薬学部

区　分   特待生（全額）   特待生（半額） 一般入学生

１年次
入学金 200,000 			200,000 			200,000

授業料 　　　		0 			750,000 1,500,000

２年次以降の年額 　　　		0 			750,000 1,500,000

６年間の総額 200,000 4,700,000 9,200,000

（単位：円）

（単位：円）

○教科書・実習器材・白衣等は自己負担

○教科書・参考書・白衣等は自己負担

 学費

 その他の費用

○一般入学生の授業料は、次の２期に分けて２分の１額ずつ分納することができる。
　前期：合格発表の日から指定した期間内
　後期：2022年10月31日（月）まで

（単位：円）

（単位：円）

学費等
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〒963-8611　福島県郡山市富田町字三角堂31番1　

T E L  024-932-9055 (歯学部・直通)	　
	 	 024-932-8995 (薬学部・直通)
F A X  024-933-7372　
H P  https://www.ohu-u.ac.jp　
E-mai l  info@ohu-u.ac.jp	

学事部入試係

入 試 に 関 す る 問 合 せ 先

今後の新型コロナウイルス感染症拡大状況によっ
ては、本入試概要とは異なる方法で選抜すること
があります。なお、変更については、本学ホーム
ページにて周知します。


