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麻布大学出願資格 ※各試験区分の出願資格も必ず確認してください。

以下の項目のいずれかに該当する者

（1） 高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び2022年3月31日までに卒業見込みの者

（2） 特別支援学校の高等部又は高等専門学校の3年次を修了した者及び2022年3月31日までに修了見込みの者

（3）  専修学校の高等課程（修業年限が3年以上であること、その他文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で、文部科学大臣が

別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者及び2022年3月31日までに修了見込みの者

（4）  外国において、学校教育における12年の課程を修了した者及び2022年3月31日までに修了見込みの者又はこれに準ずる者で文部

科学大臣の指定したもの

（5）  文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者及び2022年3月31

日までに修了見込みの者

（6）  文部科学大臣の指定した者（昭和23年5月31日文部省告示第47号）

（7）  高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者及び2022年3月31日までに合格見込みの者で、

2022年3月31日までに18歳に達するもの（大学入学資格検定に合格した者を含む。）

（8） 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの

※1　AO入学試験の第2次選抜においては、追加の入学検定料は必要ありません。
※2　 本学では、上記の特別入学試験以外に、次の試験区分があります。詳細については、本学が指定する各高等学校へ通知します。  

・指定校推薦特別入学試験（動物応用科学科、臨床検査技術学科、食品生命科学科、環境科学科の4学科において実施）  
・麻布大学附属高等学校生特別入学試験（全学科）

※3　大学入学共通テスト利用入学試験（第Ⅰ期・第Ⅱ期）において、複数同時に出願する場合は、1出願10,000円で追加出願可能です。（P.7参照）
　  　一般入学試験（第Ⅰ期）において、複数日同時に出願する場合は、1出願10,000円で追加出願可能です。（P.7参照）
　  　一般入学試験（第Ⅱ期）において、一般入学試験（第Ⅰ期）と同時に出願する場合は、10,000円で出願可能です。（P.7参照）
※4　一般入学試験（第Ⅰ期・第Ⅱ期）において、獣医学科の志願者のうち、動物応用科学科を第2志望とする者の募集人員は「若干名」です。
　  　なお、第2志望への追加の入学検定料は必要ありませんが、第2志望は「合格者なし」の場合があります。

試験区分

募集人員

入学検定料 備考
獣医学部（250人） 生命・環境科学部（240人）

獣医
学科

（120人）

動物応用
科学科

（130人）

臨床検査
技術学科
（80人）

食品生命
科学科

（80人）

環境
科学科

（80人）

AO入学試験 15人 35,000円 ※1

獣医学科 卒業生後継者特別入学試験 若干名 35,000円

卒業生子女等特別入学試験 若干名 若干名 若干名 35,000円

縁結び入学試験（島根県特別入学試験） 若干名 若干名 若干名 35,000円

推薦入学試験 28人 25人 20人 25人 25人 35,000円 ※2

地域枠産業動物獣医師育成特別入学試験 若干名 35,000円

外国人特別入学試験 若干名 若干名 35,000円

帰国子女特別入学試験 若干名 若干名 若干名 若干名 若干名 35,000円

社会人特別入学試験（1年次入学） 若干名 若干名 若干名 若干名 若干名 35,000円

学士特別入学試験（1年次入学） 若干名 35,000円

大学入学共通テスト利用入学試験（第Ⅰ期） 7人 20人 5人 5人 5人 15,000円 ※3

大学入学共通テスト利用入学試験（第Ⅱ期） 5人 5人 5人 5人 5人 15,000円 ※3

一般入学試験（第Ⅰ期） 70人 60人 45人 40人 40人 35,000円 ※3、※4

一般入学試験（第Ⅱ期） 10人 5人 5人 5人 5人 35,000円 ※3、※4

編入学試験（2年次入学） 若干名 若干名 若干名 若干名 35,000円

募集人員・入学検定料・麻布大学出願資格
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入学検定料割引表

次の試験区分については、出願手続きの際、同じ試験区分で同時に複数出願する場合に限り、入学検定料の割引制度が適用されます。
ただし、いったん納入した入学検定料は、P.5記載の入学検定料返還対象者を除き、いかなる理由があっても返還しませんので、事前によく確認するよ
う注意してください。

一般入学試験

大学入学共通テスト利用入学試験
出願数 入学検定料（合計） 同時に出願する場合の入学検定料（内訳）

1出願 15,000円 併願なし

2出願 25,000円 15,000円＋10,000円×併願1件

3出願 35,000円 15,000円＋10,000円×併願2件

4出願 45,000円 15,000円＋10,000円×併願3件

5出願 55,000円 15,000円＋10,000円×併願4件

※　6出願以上同時に出願する場合は、同様に10,000円ずつ追加となります。

※　大学入学共通テスト利用入学試験（第Ⅰ期）と大学入学共通テスト利用入学試験（第Ⅱ期）の併願は、出願期間が異なるため、割引は適用されません。

※　同じ学科で理科の選択科目を変えた2出願の例　　 生・英・数
15,000円 ✚ 化・英・数

10,000円 ⇨ 合 計
25,000円

受験日数 入学検定料（合計） 同時に出願する場合の入学検定料（内訳）

1日程 （1出願） 35,000円 併願なし

2日程 （2出願） 45,000円 35,000円＋10,000円×併願1日分

3日程 （3出願） 55,000円 35,000円＋10,000円×併願2日分

4日程 （4出願） 65,000円 35,000円＋10,000円×併願3日分

5日程 （5出願） 75,000円 35,000円＋10,000円×併願4日分

6日程 （6出願） 85,000円 35,000円＋10,000円×併願5日分

〔例〕
【大学入学共通テスト利用入学試験を同時に複数出願した場合の入学検定料割引例】

合計

35,000円
【10,000円割引】

［獣医学科］　［獣医学科］　［食品生命科学科］を同時に複数出願する場合

獣医学科
英・数ⅠA・数ⅡB・生

15,000円

獣医学科
英・数ⅠA・数ⅡB・化

10,000円

食品生命科学科
英・数ⅠA

10,000円

【一般入学試験を同時に複数出願した場合の入学検定料割引例】
〔例〕
2月1日［一般入学試験（第Ⅰ期）B日程］　2月2日［一般入学試験（第Ⅰ期）C日程］　3月2日［一般入学試験（第Ⅱ期）］を同時に複数出願する場合

合計

55,000円
【50,000円割引】

一般入試（第Ⅰ期：B日程）
臨床検査技術学科

35,000円

一般入試（第Ⅰ期：C日程）
臨床検査技術学科

10,000円

一般入試（第Ⅱ期）
環境科学科

10,000円
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麻布大学出願資格 ※各試験区分の出願資格も必ず確認してください。

以下の項目のいずれかに該当する者

（1） 高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び2022年3月31日までに卒業見込みの者

（2） 特別支援学校の高等部又は高等専門学校の3年次を修了した者及び2022年3月31日までに修了見込みの者

（3）  専修学校の高等課程（修業年限が3年以上であること、その他文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で、文部科学大臣が

別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者及び2022年3月31日までに修了見込みの者

（4）  外国において、学校教育における12年の課程を修了した者及び2022年3月31日までに修了見込みの者又はこれに準ずる者で文部

科学大臣の指定したもの

（5）  文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者及び2022年3月31

日までに修了見込みの者

（6）  文部科学大臣の指定した者（昭和23年5月31日文部省告示第47号）

（7）  高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者及び2022年3月31日までに合格見込みの者で、

2022年3月31日までに18歳に達するもの（大学入学資格検定に合格した者を含む。）

（8） 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの

※1　AO入学試験の第2次選抜においては、追加の入学検定料は必要ありません。
※2　 本学では、上記の特別入学試験以外に、次の試験区分があります。詳細については、本学が指定する各高等学校へ通知します。  

・指定校推薦特別入学試験（動物応用科学科、臨床検査技術学科、食品生命科学科、環境科学科の4学科において実施）  
・麻布大学附属高等学校生特別入学試験（全学科）

※3　大学入学共通テスト利用入学試験（第Ⅰ期・第Ⅱ期）において、複数同時に出願する場合は、1出願10,000円で追加出願可能です。（P.7参照）
　  　一般入学試験（第Ⅰ期）において、複数日同時に出願する場合は、1出願10,000円で追加出願可能です。（P.7参照）
　  　一般入学試験（第Ⅱ期）において、一般入学試験（第Ⅰ期）と同時に出願する場合は、10,000円で出願可能です。（P.7参照）
※4　一般入学試験（第Ⅰ期・第Ⅱ期）において、獣医学科の志願者のうち、動物応用科学科を第2志望とする者の募集人員は「若干名」です。
　  　なお、第2志望への追加の入学検定料は必要ありませんが、第2志望は「合格者なし」の場合があります。

試験区分

募集人員

入学検定料 備考
獣医学部（250人） 生命・環境科学部（240人）

獣医
学科

（120人）

動物応用
科学科

（130人）

臨床検査
技術学科
（80人）

食品生命
科学科

（80人）

環境
科学科

（80人）

AO入学試験 15人 35,000円 ※1

獣医学科 卒業生後継者特別入学試験 若干名 35,000円

卒業生子女等特別入学試験 若干名 若干名 若干名 35,000円

縁結び入学試験（島根県特別入学試験） 若干名 若干名 若干名 35,000円

推薦入学試験 28人 25人 20人 25人 25人 35,000円 ※2

地域枠産業動物獣医師育成特別入学試験 若干名 35,000円

外国人特別入学試験 若干名 若干名 35,000円

帰国子女特別入学試験 若干名 若干名 若干名 若干名 若干名 35,000円

社会人特別入学試験（1年次入学） 若干名 若干名 若干名 若干名 若干名 35,000円

学士特別入学試験（1年次入学） 若干名 35,000円

大学入学共通テスト利用入学試験（第Ⅰ期） 7人 20人 5人 5人 5人 15,000円 ※3

大学入学共通テスト利用入学試験（第Ⅱ期） 5人 5人 5人 5人 5人 15,000円 ※3

一般入学試験（第Ⅰ期） 70人 60人 45人 40人 40人 35,000円 ※3、※4

一般入学試験（第Ⅱ期） 10人 5人 5人 5人 5人 35,000円 ※3、※4

編入学試験（2年次入学） 若干名 若干名 若干名 若干名 35,000円

募集人員・入学検定料・麻布大学出願資格
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入学検定料割引表

次の試験区分については、出願手続きの際、同じ試験区分で同時に複数出願する場合に限り、入学検定料の割引制度が適用されます。
ただし、いったん納入した入学検定料は、P.5記載の入学検定料返還対象者を除き、いかなる理由があっても返還しませんので、事前によく確認するよ
う注意してください。

一般入学試験

大学入学共通テスト利用入学試験
出願数 入学検定料（合計） 同時に出願する場合の入学検定料（内訳）

1出願 15,000円 併願なし

2出願 25,000円 15,000円＋10,000円×併願1件

3出願 35,000円 15,000円＋10,000円×併願2件

4出願 45,000円 15,000円＋10,000円×併願3件

5出願 55,000円 15,000円＋10,000円×併願4件

※　6出願以上同時に出願する場合は、同様に10,000円ずつ追加となります。

※　大学入学共通テスト利用入学試験（第Ⅰ期）と大学入学共通テスト利用入学試験（第Ⅱ期）の併願は、出願期間が異なるため、割引は適用されません。

※　同じ学科で理科の選択科目を変えた2出願の例　　 生・英・数
15,000円 ✚ 化・英・数

10,000円 ⇨ 合 計
25,000円

受験日数 入学検定料（合計） 同時に出願する場合の入学検定料（内訳）

1日程 （1出願） 35,000円 併願なし

2日程 （2出願） 45,000円 35,000円＋10,000円×併願1日分

3日程 （3出願） 55,000円 35,000円＋10,000円×併願2日分

4日程 （4出願） 65,000円 35,000円＋10,000円×併願3日分

5日程 （5出願） 75,000円 35,000円＋10,000円×併願4日分

6日程 （6出願） 85,000円 35,000円＋10,000円×併願5日分

〔例〕
【大学入学共通テスト利用入学試験を同時に複数出願した場合の入学検定料割引例】

合計

35,000円
【10,000円割引】

［獣医学科］　［獣医学科］　［食品生命科学科］を同時に複数出願する場合

獣医学科
英・数ⅠA・数ⅡB・生

15,000円

獣医学科
英・数ⅠA・数ⅡB・化

10,000円

食品生命科学科
英・数ⅠA

10,000円

【一般入学試験を同時に複数出願した場合の入学検定料割引例】
〔例〕
2月1日［一般入学試験（第Ⅰ期）B日程］　2月2日［一般入学試験（第Ⅰ期）C日程］　3月2日［一般入学試験（第Ⅱ期）］を同時に複数出願する場合

合計

55,000円
【50,000円割引】

一般入試（第Ⅰ期：B日程）
臨床検査技術学科

35,000円

一般入試（第Ⅰ期：C日程）
臨床検査技術学科

10,000円

一般入試（第Ⅱ期）
環境科学科

10,000円
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