
平成１９年度岡山大学入学者選抜に関する要項の主な変更点

《本年度の主な変更点》
★　全般的なもの

①後期日程を以下で募集停止
理学部数学科

②後期日程を以下で募集再開
法学部法学科（昼間コース），薬学部

③ＡＯ入試Ⅰ（センター試験を課さないもの）を以下で導入
理学部数学科

④ＡＯ入試Ⅱ（センター試験を課すもの）をＡＯ入試Ⅰに変更
理学部物理学科

⑤３月実施ＡＯ入試の実施時期繰り上げ
法学部法学科（昼間コース）

⑥推薦に基づく選抜Ⅰ（センター試験を課さないもの）を以下で募集停止
理学部物理学科

⑦私費外国人留学生特別選抜を以下で募集停止
教育学部

⑧第２志望を以下で導入
工学部電気電子工学科・通信ネットワーク工学科

⑨理科の「Ⅱ」の科目の出題範囲に関する配慮内容等を明記
物理Ⅱは（他教科であるが数学Ｂ・Ｃも）平成１６年３月予告内容以降変更なし
化学Ⅱ・生物Ⅱ・地学Ⅱについては新たに明記

《各ページの説明》
◎全ページ共通

●年度及び日付を修正した
◎ページごとの変更箇所
＊１～２ページ

１　募集人員
◎学部，学科・課程の表示の変更

●マッチングプログラムコース
合計行の下に記載，内訳は表の備考欄と 後の（備考）の９に記載

◎募集人員の変更
○教育学部

　小学校教育コース
マッチングプログラムコース募集人員振替のため前期日程募集人員減

前期日程 １１０人 → １０８人 ＊１１０人

　中学校教育コース実技系
マッチングプログラムコース募集人員振替のため前期日程募集人員減

前期日程 ９人 → ８人 ＊９人

○法学部法学科（昼間コース）
後期日程募集再開等による募集人員の変更

ＡＯ入試Ⅱ ４０人 → ２０人
前期日程 １６５人 → １４５人
後期日程 － → ４０人

○法学部法学科（夜間主コース）
推薦に基づく選抜Ⅰ・社会人選抜見直しによる募集人員の変更

推薦に基づく選抜Ⅰ ５人 → ７人
社会人選抜 １５人 → １３人

○理学部
　数学科

後期日程募集停止・ＡＯ入試Ⅰ導入による募集人員の変更
後期日程 ３人 → －
ＡＯ入試Ⅰ － → ３人

　物理学科
推薦に基づく選抜Ⅰ募集停止等による募集人員の変更

ＡＯ入試Ⅰ ３人 → １０人
推薦に基づく選抜Ⅰ ７人 → －

　化学科
ＡＯ入試Ⅱ・前期日程見直しによる募集人員の変更

ＡＯ入試Ⅱ １０人 → ７人
前期日程 １６人 → １９人 ＊２０人
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○医学部
　保健学科
　放射線技術科学専攻

マッチングプログラムコース募集人員振替停止による後期日程募集人員増
後期日程 ４人 → ５人

○薬学部
後期日程募集再開による募集人員の変更

　薬学科
前期日程 ３０人 → ２５人
後期日程 － → ５人

→
　創薬科学科
前期日程 ３０人 → ２５人
後期日程 － → ５人

→

○工学部
募集人員の変更

　機械工学科
前期日程 ５０人 → ５２人
後期日程 １２人 → １０人

　生物機能工学科
前期日程 ５０人 → ５５人
後期日程 １５人 → １０人

　システム工学科
推薦に基づく選抜Ⅰ ２０人 → ２２人
後期日程 １０人 → ８人

第２志望の導入
　電気電子工学科

前期・後期日程志願者全員，通信ネットワーク工学科を第２志望に指定

　通信ネットワーク工学科
前期・後期日程志願者全員，電気電子工学科を第２志望に指定

○環境理工学部
　環境デザイン工学科

マッチングプログラムコース募集人員振替のため前期日程募集人員減
前期日程 ４０人 → ３９人 ＊４０人

　環境管理工学科
マッチングプログラムコース募集人員振替のため前期日程募集人員減

前期日程 ２７人 → ２６人 ＊２７人

募集人員（合　計）
ＡＯ入試Ⅰ・Ⅱ ２０６人 １３人減 １９３人
推薦に基づく選抜Ⅰ・Ⅱ ２３２人 ３人減 ２２９人
前期日程 １,４８３人 ２４人減 １,４５９人＊１,４７０人

後期日程 ２２３人 ３９人増 ２６２人 ＊２６４人
入学定員 ２,１８５人 増減なし ２,１８５人

＊は表の人数

（備考）
８ 教育学部学校教育教員養成課程幼児教育コースの入学後の２つの系についての説明を変更
９ マッチングプログラムコースの募集人員についての説明を変更
その他 各学部等の募集方法の変更に対応した学部名等の追加・削除を行った

○マッチングプログラムコース
募集人員の変更

マッチングプログラムコース １０人 → １３人

＊４～６ページ
（１）平成１９年度岡山大学入学者選抜方法等

（前期日程）（後期日程）（特別選抜）すべてについて，今回の変更に対応させた
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＊７～１６ページ
平成１９年度岡山大学入学者選抜の実施教科・科目等
★　全般的なもの

１～２ページの募集人員の変更と同じく募集人員を変更，
４～６ページの入学者選抜方法等に合わせて日程及び特別の選抜方法等を変更，
１６ページに数学Ｂ・Ｃ，理科の「Ⅱ」の科目の出題範囲に関する配慮内容等を明記

★　学部別変更点
　教育学部
前期日程の小学校教育コース・障害児教育コース・幼児教育コースの個別学力検査等の２教科選択
で国語・理科の組み合わせ選択を削除

　法学部
後期日程を追加
ＡＯの個別学力検査等を小論文から面接（口述試験を含む）に変更

　理学部
数学科のＡＯを追加
物理学科のＡＯのセンター試験を削除
生物学科の前期日程のセンター試験国語の配点を１００点から２００点に変更

　薬学部
後期日程を薬学科，創薬科学科に追加
前期日程の創薬科学科の個別学力検査等に英語，面接を追加

　工学部
後期日程の生物機能工学科の面接を２００点配点から総合判定の資料に変更

　環境理工学部
後期日程の環境管理工学科の教科・科目で，小論文（英語の資料を用いて出題することがある。）
を面接（口述試験を含む）に変更
後期日程の環境管理工学科の配点で，センター試験国語を１００点から２００点に，センター試験
理科を２００点から３００点に，個別学力検査等の面接を４００点から２００点に変更

＊１７ページ
実技検査の範囲と方法

音楽実技Ⅰ・音楽実技Ⅱの内容と（注）を変更

＊１９～２１ページ
（４）平成１９年度アドミッション・オフィス方式選抜（ＡＯ入試）
★　全般的なもの

１～２ページの募集人員の変更と同じく募集人員を変更
★　学部別変更点

　教育学部
終選抜の日程を１月末から２月上旬に変更

　法学部
出願要件に法学部法学科（昼間コース）を第１志望とする者を追加
出願期間，選抜期日をそれぞれ２月，３月から１０月，１２・２月に変更

　理学部
数学科を追加
物理学科をＡＯ入試ⅡからＡＯ入試Ⅰへ変更
上記２学科の合格発表を１２月に定めた

　マッチングプログラムコース
出願要件に既卒者（１年前卒業者）を追加
出願書類の志望理由書を自己推薦書に変更，志願者評価書を削除
レポート作成の講義を３科目から２科目に変更

＊２２～２７ページ
（５）平成１９年度特別選抜（推薦に基づく選抜）
★　全般的なもの

１～２ページの募集人員の変更と同じく募集人員を変更
★　学部別変更点

　経済学部
出願要件で高等学校の学科に関する注意事項を追加
　理学部
削除
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＊２８～３２ページ
（６）平成１９年度特別選抜（帰国子女選抜）
★　全般的なもの

学力検査等の数学・理科の出題範囲について，１６ページを参照する旨を記載

＊３３ページ～３５ページ
（７）平成１９年度特別選抜（社会人選抜）
★　全般的なもの

１～２ページの募集人員の変更と同じく募集人員を変更
★　学部別変更点

　法学部
出願要件で採用試験に出願している者を追加

＊３６ページ～３９ページ
（８）平成１９年度特別選抜（私費が帰国人留学生特別選抜）
★　全般的なもの

学力検査等の数学・理科の出題範囲について，１６ページを参照する旨を記載
★　学部別変更点

　教育学部
削除
　歯学部
日本留学試験の成績の科目別下限得点を追加

＊４０～４１ページ
４　平成１９年度学生募集要項及び各種資料の請求方法等

大学に直接，請求する場合で郵送による請求方法を削除
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