
平成１９年度学生募集要項概要

平成１８年１１月３０日
岡 山 大 学

（ ）一般選抜 前期日程・後期日程
（昨年度の募集人員）

募集人員 合計 １，７３４人 （ １，７１６人 ）
前期日程 １，４７０人 （ １，４９０人 ）

文学部 １２５人 （ １２５人 ）
教育学部 １８４人 （ １８４人 ）
法学部 １４５人 （ １６５人 ）
経済学部 １６４人 （ １６４人 ）
理学部 １０２人 （ ９９人 ）
医学部 １８０人 （ １８０人 ）
歯学部 ３０人 （ ３０人 ）
薬学部 ５０人 （ ６０人 ）
工学部 ３００人 （ ２９３人 ）
環境理工学部 １１０人 （ １１０人 ）
農学部 ８０人 （ ８０人 ）

後期日程 ２６４人 （ ２２６人 ）
文学部 ４０人 （ ４０人 ）
教育学部 ０人 （ ０人 ）
法学部 ４０人 （ ０人 ）
経済学部 ３６人 （ ３６人 ）
理学部 ０人 （ ３人 ）
医学部 ３５人 （ ３５人 ）
歯学部 １０人 （ １０人 ）
薬学部 １０人 （ ０人 ）
工学部 ６１人 （ ７０人 ）
環境理工学部 １０人 （ １０人 ）
農学部 ２２人 （ ２２人 ）

出願期間 平成１９年１月２９日（月）から２月６日（火）まで

選抜期日
前期日程 平成１９年２月２５日（日）

医学部，歯学部，薬学部は，２６日（月）までの２日間
後期日程 平成１９年３月１２日（月）

合格発表
前期日程 平成１９年３月 ７日（水） １５：００の予定
後期日程 平成１９年３月２０日（火） １５：００の予定



専門高校・総合学科卒業生選抜

募集人員 理学部化学科 ３人以内 （昨年度 ３人以内）
医学部保健学科 ８人以内 （昨年度 ８人以内）

出願期間 平成１９年１月２９日（月）から２月６日（火）まで

選抜期日 平成１９年２月２５日（日）

合格発表 平成１９年３月 ７日（水） １５：００の予定

帰国子女選抜

募集人員 文学部，経済学部経済学科（昼間コース），理学部，
医 学 部 保 健 学 科 ， 歯 学 部 ， 工 学 部 ， 環 境 理 工 学 部 ，
農 学 部 （ 各 学 部 と も 若 干 名 ）

出願期間 平成１９年１月２９日（月）から２月１日（木）まで

選抜期日 平成１９年２月２５日（日）
歯学部は，２６日（月）までの２日間

合格発表 平成１９年３月 ７日（水） １５：００の予定

私費外国人留学生特別選抜

募集人員 若干名 （全学部（教育学部，法学部法学科（夜間主コース）
経済学部経済学科（夜間主コース）は除く ）。）

出願期間 平成１９年１月２９日（月）から２月１日（木）まで

選抜期日 平成１９年２月２５日（日）
医学部医学科は，２６日（月）までの２日間

合格発表 平成１９年３月 ７日（水） １５：００の予定



主な変更点

一般選抜
①後期日程を理学部数学科で募集停止
②後期日程を法学部法学科（昼間コース ，薬学部で募集再開）
③第２志望を工学部電気電子工学科・通信ネットワーク工学科で導入

私費外国人留学生特別選抜
教育学部で募集停止

各選抜共通
①募集人員の変更（上記募集人員のとおり）
②理科の「Ⅱ」の科目の出題範囲に関する配慮内容等を明記

◎ 平成１９年度学生募集要項の請求方法

【一般選抜（前期日程・後期日程 ，専門高校・総合学科卒業生選抜）
学生募集要項】

（ ） 。（ ）１ 岡山大学ホームページ 入試情報 から申し込めます テレメール web
（申込みから２～３日程度で送付されます ）。

２ テレメール（電話 ０５０－２０１５－０５５５）で申し込めます。
資料番号：５８６１０２ 大学案内とのセットは５４６２０２

（申込みから２～３日程度で送付されます ）。
３ 最寄りの郵便局窓口で，置いてある請求申込書により申し込めます。

（申込みから１週間程度で送付されます ）。
４ 最後の郵送又は来学による方法でも請求できます。

【帰国子女選抜，私費外国人留学生特別選抜 学生募集要項】
（ ） 。（ ）１ 岡山大学ホームページ 入試情報 から申し込めます テレメール web

（申込みから２～３日程度で送付されます ）。
２ テレメール（電話 ０５０－２０１５－０５５５）で申し込めます。

資料番号：５８６１３２
（申込みから２～３日程度で送付されます ）。

３ 最後の郵送又は来学による方法でも請求できます。

【各学生募集要項の郵送又は来学による請求方法】
各学生募集要項の郵送を希望する場合は，封筒に「○○募集要項請求」

と朱書し， 円分（大学案内とセットの場合も 円分，帰国子女，私390 390
費外国人留学生学生募集要項は 円分）をはった返信用封筒「角形２号240
（ × ）に受信者の郵便番号，住所，氏名を明記したもの」を33.2cm 24.0cm
たたんで別の封筒に同封の上，次の請求先あてにお申込みください。

（直接，次の交付場所に，取りに来ていただいてもかまいません。
平日８：３０～１７：１５）

＜請求先（交付場所）＞
〒７００－８５３０

岡山市津島中２－１－１
岡山大学学務部入試課

電話番号 （０８６）２５１－７１９２～７１９４



平成１９年度岡山大学一般選抜（前期日程・後期日程），専門高校・総合学科卒業生選抜学生募集要項の主な変更点

《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
③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
④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 年度及び日付の修正

後期日程において，理学部数学科を削除
後期日程において，法学部法学科（昼間コース），薬学部を追加

◎ページごとの変更箇所
＊表表紙裏

入学者選抜日程の概要 合格発表日の変更
（前期・専門総合：3月10日→3月7日，後期：3月23日→3月20日）
入学手続の郵送化に伴う記載方法の変更
（手続期間→手続期限，来学→郵送）
薬学部創薬科学科の２日目の面接実施に伴い，
２日目の表記を薬学部（薬学科のみ）から薬学部へ変更

アドミッション・オフィス方式選抜
ＡＯ入試Ⅰ（センター試験を課さないもの）を理学部（数学科・物理学科）で導入
法学部法学科（昼間コース）で，ＡＯ入試の実施時期繰り上げ

＊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

○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
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 １０人 → １３人

＊３ページ
２　出願資格 専修学校高等課程の修了者・修了見込者の追加（明文化）

＊４～７ページ
４　出願手続
（４）出願に必要な書類等 志願票：「志願者本人が」の文言を追加

大学入試センター試験受験教科・科目届の追加
入学検定料：入学検定料の返還について，センター試験受験科目不足等により
　　　　　　出願資格がないことが判明した場合の項の追加及び記載内容の見直し
履歴書：「志願者本人が」の文言を追加
　　　　薬学部において出願書類に追加し，関係箇所に薬学部を追加

（５）出願書類の整理 クリップの大きさについての記載方法の変更

＊９ページ
７　障害のある方の出願 「障害者」の前の「身体に」又は「身体」の文言を削除

＊１０～１９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，

１９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

＊１,４７０人



○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

＊２０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

＊２１～２２ページ
面接・小論文等の内容 前期日程：薬学部創薬科学科の面接を追加

後期日程：理学部数学科の面接を削除，
　　　　　法学部法学科（昼間コース）の小論文，薬学部薬，創薬科学科の面接を追加
　　　　　環境理工学部環境管理工学科の小論文を面接に変更，環境物質工学科の面接
　　　　　「口頭試問により」を削除

＊２４～２９ページ
１１　個別学力検査等の日程及び試験場
（１）個別学力検査等の日程
①　《前期日程》　　平成１９年２月２５日（日）

教育学部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・理科の場合の日程を削除

薬学部創薬科学科の英語追加

②　《前期日程》　　平成１９年２月２６日（月）
薬学部創薬科学科の面接（9:00～17:30）を追加

③　《後期日程》　　平成１８年３月１２日（日）
法学部法学科（昼間コース）の小論文（13:30～16:30）を追加
理学部を削除
薬学部の面接（9:00～17:30）を追加
環境管理工学科の小論文を面接（9:30～16:00）に変更

（２）個別学力検査等の試験場（予定）
①　前期日程 文・法・経済学部志願者は，志願状況により一般教育棟にて受験することが

ある旨の注意事項を追加
②　後期日程 理学部を削除

文学部・法学部・経済学部を第３試験場に変更し，志望学部に法学部を追加
薬学部を第４試験場に追加

（３）試験場案内
②　津島キャンパス建物配置図

上記に基づき，配置図を変更
試験場への経路を変更

③　鹿田キャンパス建物配置図
試験場への経路を変更

＊３０ページ
１２　合格発表 発表日時を変更，それに伴うホームページへの掲載開始日の変更

（前期・専門総合：3月10日10:00→3月7日15:00，後期：3月23日10:00→3月20日15:00）
合格通知書及び入学案内等を本人宛に送付する旨，到着しない場合の連絡先等記載
合格通知書等を送付しない旨の文言を削除

＊３１ページ
１３　入学手続
（１）入学手続期限 郵送化に伴い，手続期間を手続期限に変更
（２）入学手続方法 郵送に変更
（３）入学手続に必要なもの 宣誓書・授業料請求書の送付先届・学生証用写真を削除

入学料及び上記以外の本学所定のものを追加
入学料振込に伴う注意事項の削除
納付金についての記載を削除

（４）留意事項 入学料の振込のみでは，入学手続にならない旨の文言を追加
（５）入学手続書類等送付先 追加

＊３２ページ
学部別教務担当係 文学部・法学部・経済学部：（社会文化科学研究科等事務部教務学生係）を追加



＊３５～３８ページ
１６　受験者心得（各日程共通）
（１）試験日程
〔前期日程〕　平成１９年２月２５日（日）

教育学部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・理科の場合の日程を削除

〔前期日程〕　平成１９年２月２６日（月）
薬学部創薬科学科の２日目の面接実施に伴い，
２日目の表記を薬学部（薬学科のみ）から薬学部へ変更

〔後期日程〕　平成１９年３月１２日（月）
法学部法学科（昼間コース）の小論文を追加
理学部を削除
薬学部薬，創薬科学科の面接を削除
環境管理工学科の小論文を面接に変更

（１０）その他の注意 ⑧後期日程時の昼食持参について，法学部を追加し，
薬学部薬学科を薬学部に，環境理工学部環境物質工学科を環境理工学部に変更

＊３８ページ
志願票等記入上の注意 記入に当たって，「志願者本人が」の文言を追加

＊３９～４１ページ
志願票記入例 各志願票の記入例の下の，「氏名のコンピュータでの表記について」の文言を変更

前期・後期日程：センター試験受験教科・科目届について記載

＊４２～４３ページ
学科・課程，専攻・コース　コード一覧　その１～２

法学部及び薬学部の後期日程を追加，理学部数学科の後期日程を削除

＊４４ページ
大学入試センター試験受験教科・科目届

「大学入試センター試験受験教科・科目　自己確認表」を
「大学入試センター試験受験教科・科目届」に変更し，
確認後志願票貼付用を志願票に貼り付けるよう指示し，
センター試験受験科目不足等により，出願資格がないことが判明した場合，
受験できない旨の注意事項の追加

履歴書 注意事項（５）を追加

１８　入試情報の開示 申請期間を５月から６月に変更

＊４５～４９ページ
１９　学生受入方針（期待される入学者像）

変更：教育，法，経済，理，医，歯，環境理工学部

＊５０～５３ページ
学生生活等
２　入学料の免除及び徴収猶予

申請についての記載を変更
４　成績優秀者の授業料免除

新規追加

添付書類
志願票（前期日程，後期日程）出願資格：専修学校高等課程の追加

「大学入試センター試験受験教科・科目届」欄を追加
志望学部：後期日程：法学部・薬学部を追加，理学部を削除
選択届出教科・科目：前期日程：教育学部の国語・理科の選択不可へ変更

平成１９年度大学入試センター試験受験教科・科目届
「大学入試センター試験受験教科・科目　自己確認表」から変更し，
科目についても，前期日程・専門高校・総合学科卒業生選抜・後期日程に分け，
確認後志願票貼付用を志願票に貼り付けるよう切り取り線を加えた。

履歴書 薬学部を追加
志願者の押印欄を削除し，自署させる形式に変更

出願書類提出用封筒
　前期日程・表 教育学部学校教育教員養成課程及び経済学部出願者が，コース欄に○印をするよう変更
　　　　　　裏 「大学入試センター試験受験教科・科目届」欄及び履歴書に薬学部を追加
　後期日程・表 経済学部出願者が，コース欄に○印をするよう変更
　　　　　　裏 「大学入試センター試験受験教科・科目届」欄及び履歴書に薬学部を追加

出願に伴う事前相談書 「障害者」の前の「身体に」又は「身体」の文言を削除

平成１９年度入試情報の開示 本人への開示対象にＡＯ入試を追加
開示期間を５月から６月に変更
本学新入生への開示・請求方法をパソコンによる開示に変更し，それに伴い
開示請求書（様式）を「（本学新入生を除く受験者本人用）」に変更



平成１９年度岡山大学帰国子女選抜，私費外国人留学生特別選抜学生募集要項の主な変更点

《本年度の主な変更点》
★　全般的なもの

①私費外国人留学生特別選抜を以下で募集停止
　教育学部
②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 年度及び日付の修正

私費外国人留学生特別選抜において教育学部を削除

◎ページごとの変更箇所
＊１～５ページ
Ⅰ　帰国子女選抜

３　出願手続
（４）出願に必要な書類等 志願票：「志願者本人が」の文言を追加

成績（評価）証明書：「コピー不可とする」旨の文言を追加
TOEFLによる出願者への注意事項を追加

５　入学者選抜方法 学力検査等の数学・理科の出題範囲についての注意事項を記載

＊６～１２ページ
Ⅱ　私費外国人留学生特別選抜

２　出願資格（５） 歯学部の日本留学試験の成績の科目別下限得点を追加
３　出願手続
（４）出願に必要な書類等 志願票：「志願者本人が」の文言を追加

成績（評価）証明書：「コピー不可とする」旨の文言を追加
TOEFLによる出願者への注意事項を追加

５　入学者選抜方法 学力検査等の数学・理科の出題範囲についての注意事項を記載
６　配点基準 文学部・書類審査：記載方法の変更及びそれに伴う（注）の削除

法学部・書類審査：記載方法の変更

＊１３～２４ページ
１　合格発表 発表日時を変更，それに伴うホームページへの掲載開始日の変更

（3月10日10:00→3月7日15:00）
２　入学手続
（３）入学手続に必要なもの宣誓書・授業料請求書の送付先届・学生証用写真を削除

上記以外の本学所定のものを追加
入学料振込に伴う注意事項の削除

（４）留意事項 入学料の振込のみでは，入学手続にならない旨の文言を追加
３　担当係 文学部・法学部・経済学部：（社会文化科学研究科等事務部教務学生係）を追加
６　出願書類の整理 クリップの大きさについての記載方法の変更
８　障害のある方の出願 「障害者」の前の「身体に」又は「身体」の文言を削除
10　入試情報の開示について本人への開示対象にＡＯ入試を追加

開示期間を５月から６月に変更
本学新入生への開示・請求方法をパソコンによる開示に変更

＊２５～２７ページ
２　入学料の免除及び徴収猶予

申請についての記載を変更

＊２８～３１ページ
試験場案内 教育学部を削除，試験場への経路の変更

＊添付書類
志願票 様式の一部修正（推薦に基づく選抜・ＡＯ入試区分追加）


