
（４）平成３０年度アドミッション・オフィス入試（ＡＯ入試）

（ア）　教育学部 　ＡＯ入試（大学入試センター試験を課すもの）

　教育学部　学校教育教員養成課程
　　　　　　　小学校教育コース
　　　　　　　中学校教育コース
　　　　　　　特別支援教育コース
　　　　　　　幼児教育コース
　　　　　　養護教諭養成課程

　　学校教育教員養成課程
　　　小学校教育コース　　　　　　３０人
　　　中学校教育コース（国語）　　　５人
　　　　　　〃　　　　（社会）　　　５人
　　　　　　〃　　　　（数学）　　　５人
　　　　　　〃　　　　（理科）　　　５人
　　　　　　〃　　　　（音楽）　　　５人
　　　　　　〃　　　　（美術）　　　５人
　　　　　　〃　　　　（保健体育）　５人
　　　　　　〃　　　　（技術）　　　３人
　　　　　　〃　　　　（家庭）　　　３人
　　　　　　〃　　　　（英語）　　　５人
　　　特別支援教育コース　　　　　　５人
　　　幼児教育コース　　　　　　　　５人
　　養護教諭養成課程　　　　　　　１０人

　　次の１～３のいずれにも該当する者
　１　平成３０年度大学入試センター試験の受験を要する教科・科目を受験する者
　２　高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）を卒業した者及び平成３０年３月までに卒業
　　見込みの者
　３　岡山大学教育学部での勉学を強く希望し，最終の選抜に合格した場合には必ず入学すること
　　を確約できる者　

　　平成３０年度大学入試センター試験の成績，面接（口述試験等を含みます。課程・コース・教
　科によっては，発表，実技試験，作品・作品集の評価等を含みます。）の結果及び書類審査（自
　己推薦書，調査書）を総合して行います。
　　なお，詳細は，学生募集要項に示します。

【大学入試センター試験の教科・科目】[５教科７科目又は８科目，若しくは６教科７科目又は８科目]

　　国（国）
　　地歴（世Ａ，世Ｂ，日Ａ，日Ｂ，地理Ａ，地理Ｂ）　　　　　　　から１
　　公民（現社，倫，政経，倫・政経）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  から３（４）
　　理（物，化，生，地学から２若しくは
　　　　物，化，生，地学から１及び物基，化基，生基，地基から２）＊

　又は
　　地歴（世Ａ，世Ｂ，日Ａ，日Ｂ，地理Ａ，地理Ｂから１又は２）　から２
　　公民（現社，倫，政経，倫・政経から１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　  から３（４）
　　理（物，化，生，地学から１若しくは物基，化基，生基，地基から２）＊

　　数（数Ⅰ・数Ａ）
　　　（数Ⅱ・数Ｂ，簿，情報から１）
　　外（英，独，仏，中，韓から１）

　＊理科で「基礎を付した科目」と「基礎を付していない科目」を選択する場合，
　　同一名称を含む科目同士の選択はできません。(同一名称を含む科目とは，｢物理｣と｢物理基礎｣等）

　平成２９年１１月　１日（水）から平成２９年１１月　８日（水）１７時（必着）
出　願　期　間 　（郵送にて，平成２９年１１月　９日（木）以降に到着したものについては，平成２９年

　１１月　７日（火）の消印のものまで受理します。）

　第１次選抜　平成２９年１２月中旬　　　　　　　　　　　　　　 書類審査（募集人員の５倍程度）
　最終選抜　　平成３０年　１月２７日（土），１月２８日（日） 　面接

　第１次選抜　平成２９年１２月１５日（金）
　最終選抜　　平成３０年　２月　６日（火）

そ　　の　　他 　志望課程・コース・教科は第１志望のみ認めます。

　　実施学部・
　　課程等名

募　集　人　員

合 格 者 発 表 日

出　願　資　格

選 抜 方 法 等

選　抜　期　日



（イ）　法学部 　ＡＯ入試（大学入試センター試験を課すもの）

実施学部・学科名 　法学部　法学科（昼間コース）

募　集　人　員 　２０人

　　次の１～３のいずれにも該当する者
　１　平成３０年度大学入試センター試験の受験を要する教科・科目を受験する者
　２　高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）を卒業した者及び平成３０年３月までに卒業
　　見込みの者
　３　岡山大学法学部での勉学を強く希望し，最終の選抜に合格した場合には必ず入学することを
　　確約できる者

　　平成３０年度大学入試センター試験の成績，面接（口述試験を含みます。）の結果及び書類審
　査（自己推薦書，調査書）を総合して行います。ただし，大学入試センター試験の受験を要する
　教科・科目の得点が，合格基準点（１２０点）に満たなかった場合は不合格者とします。

　【大学入試センター試験の教科・科目】［１教科１科目］
　　　外（英，独，仏，中，韓から１）

　平成２９年１１月　１日（水）から平成２９年１１月　８日（水）１７時（必着）
出　願　期　間 　（郵送にて，平成２９年１１月　９日（木）以降に到着したものについては，平成２９年

　１１月　７日（火）の消印のものまで受理します。）

　第１次選抜　平成２９年１２月　２日（土）　　面接及び書類審査（募集人員の２倍程度）
　最終選抜　　平成３０年　２月上旬　　　　　　大学入試センター試験成績，面接評価
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　及び書類審査で総合的に判定

　第１次選抜　平成２９年１２月１５日（金）
　最終選抜　　平成３０年　２月　６日（火）

そ　　の　　他

選　抜　期　日

出　願　資　格

合 格 者 発 表 日

選 抜 方 法 等



（ウ）　薬学部 　ＡＯ入試（大学入試センター試験を課すもの）

　薬学部　薬学科
　　　　　創薬科学科

　薬学科　　　　７人
　創薬科学科　　５人

　　次の１～３のいずれにも該当する者
　１　平成３０年度大学入試センター試験の受験を要する教科・科目を受験する者

出　願　資　格 　２　高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）を卒業した者及び平成３０年３月までに卒業
　　見込みの者
　３　岡山大学薬学部での勉学を強く希望し，合格した場合には必ず入学することを確約できる者

　　平成３０年度大学入試センター試験の成績，小論文（英文の資料を用いて出題することがあり
　ます。），面接（口述試験を含みます。）の結果及び書類審査（自己推薦書，調査書）を総合し
　て行います。

　【大学入試センター試験の教科・科目】［５教科７科目］
　　国（国）
　　地歴（世Ａ，世Ｂ，日Ａ，日Ｂ，地理Ａ，地理Ｂ）　 から１
　　公民（現社，倫，政経，倫・政経）
　　数（数Ⅰ・数Ａ）
　　　（数Ⅱ・数Ｂ）
　　理（物又は生から１，化(必須)　の計２）
　　外（英，独，仏，中，韓から１）

　平成２９年１０月　５日（木）から平成２９年１０月１２日（木）１７時（必着）
出　願　期　間 　（郵送にて，平成２９年１０月１３日（金）以降に到着したものについては，平成２９年

　１０月１１日（水）の消印のものまで受理します。）

　平成２９年１２月　２日（土）　小論文，面接
選　抜　期　日 　平成３０年　２月上旬　　　　　大学入試センター試験成績，小論文，面接評価

　　　　　　　　　　　　　　　　及び書類審査で総合的に判定

そ　　の　　他 　志望学科は第１志望のみ認めます。

募　集　人　員

合 格 者 発 表 日

選 抜 方 法 等

実施学部・学科名

　平成３０年　２月　６日（火）



（エ）　物理チャレンジ

実施学部・学科名 　理学部　物理学科

募　集　人　員 　３人

　　次の１～３のいずれにも該当する者
　１　高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）を卒業した者及び平成３０年３月までに卒業
　　見込みの者

　２　全国物理コンテスト ｢物理チャレンジ｣
※ に参加し，第２チャレンジに出場した者

　３　岡山大学理学部での勉学を強く希望し，合格した場合には必ず入学することを確約できる者

　※「物理チャレンジ」について
　　　大学等に入学する前の青少年を対象として，物理の持つ面白さと楽しさを体験してもらう
　　ことを目的とする全国的な催しです。また，国際物理オリンピック日本代表の道へ続いてい
　　ます。
　　（詳細は，ホームページ　http://www.jpho.jp/ を参照してください。）

選 抜 方 法 等 　書類審査（自己推薦書，調査書等）のみで行います。

　平成２９年１０月　５日（木）から平成２９年１０月１２日（木）１７時（必着）
出　願　期　間 　（郵送にて，平成２９年１０月１３日（金）以降に到着したものについては，平成２９年

　１０月１１日（水）の消印のものまで受理します。）

合 格 者 発 表 日 　平成２９年１２月１５日（金）

そ　　の　　他

出　願　資　格



（オ）　国際バカロレア入試（４月入学）

　全学部（教育学部学校教育教員養成課程幼児教育コース，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を除く。）

　８月募集：２０１６年国際バカロレア資格（ＩＢフルディプロマ）取得者 及び　
　　　　　　２０１７年５月ＩＢ試験受験者
　　医学部医学科３人，各学部・学科とも若干人
　（ただし，教育学部，法学部，医学部保健学科，農学部，グローバル・ディスカバリー・プログラムを除く）

　１０月募集：２０１６年及び２０１７年５月受験国際バカロレア資格（ＩＢフルディプロマ）
　　　　　　　取得者並びに２０１７年１１月ＩＢ受験予定者
　　医学部医学科２人，各学部・学科とも若干人

　　次の１～３のいずれにも該当する者又は２０１８年３月までに該当する見込みの者

　１　スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局から国際バカロレア資格証書
   　（ＩＢフルディプロマ）を２０１６年４月から２０１８年３月までに授与される者で，
　　２０１８年３月３１日までに１８歳に達するもの

　２　国際バカロレア資格の取得において，次の①及び②に該当する者
　　①　言語Ａを日本語により履修し，成績評価が４以上の者
　　ただし，次の学部・学科・課程・専攻においては以下のとおりとする。
　　・教育学部，医学部，歯学部
　　　言語Ａを日本語により履修し，成績評価が４以上又は，言語Ｂを日本語により履修し，
　　　ＨＬ（HIGHER　LEVEL）で成績評価が６以上の者。
　　・グローバル・ディスカバリー・プログラム
　　　言語Ａを日本語により履修し，成績評価が４以上又は，言語Ｂを日本語により履修し，
　　　ＨＬ（HIGHER　LEVEL）で成績評価６以上又は，日本語能力試験（JLPT）Ｎ１に合格した
　　　者又は，これと同等以上の日本語能力を有する者
　　②　本学の指定する次表の科目を履修し，必要な成績評価を修めた者

実施学部・学科等名

出　願　資　格

募　集　人　員

指定する科目

文学部
言語Ａを日本語で履修
（ＨＬ成績評価４以上）

グループ１～６から１科目
（ＨＬ成績評価４以上）

グループ６（芸術）以外から１科目
（ＨＬ成績評価４以上）

法学部

英語（ＨＬ成績評価４以上）及び
グループ３「個人と社会」から１科目
（ＨＬ成績評価４以上又はＳＬ成績評価４以
上）

経済学部
グループ３「個人と社会」から１科目
（ＨＬ成績評価４以上）又は
数学（ＨＬ成績評価４以上）

数学（ＨＬ成績評価４以上）

物理，数学から１科目
（ＨＬ成績評価４以上）

化学科
物理，化学，数学から１科目
（ＨＬ成績評価４以上）

生物学科
物理，化学，生物，数学から１科目
（ＨＬ成績評価４以上）

物理，化学から１科目
（ＨＬ成績評価４以上）

物理，化学，生物から２科目及び数学
（うち１科目はＨＬ成績評価４以上，
他の２科目はＳＬ成績評価５以上又は
ＨＬ成績評価３以上）

保健学科 看護学専攻

放射線技術科学専攻

検査技術科学専攻

歯学部
物理，化学，生物，数学から１科目
（ＨＬ成績評価４以上）

物理，生物から１科目及び化学及び数学
（うち１科目はＨＬ成績評価４以上，他の
２科目はＳＬ成績評価５以上又はＨＬ成績評
価３以上）

物理，生物から１科目及び化学及び数学
（うち１科目はＨＬ成績評価４以上，他の
２科目はＳＬ成績評価５以上又はＨＬ成績評
価３以上）

法学科（昼間コース）

医学部

医学科

薬学部

薬学科

経済学科（昼間コース）

創薬科学科

物理，化学，生物から１科目
（ＨＬ又はＳＬで履修。成績評価は問わな
い。）

歯学科

養護教諭養成課程

学部・学科・課程・専攻等

理学部

数学科

物理学科

人文学科

地球科学科

教育学部

学校教育教員養成課程
（幼児教育コースを除く）



　※　ＨＬはHIGHER LEVEL，ＳＬはSTANDARD LEVEL を表す。　

　３　本学での勉学を強く希望し，合格した場合には必ず入学することを確約できる者
　

　１　文学部，法学部，経済学部，理学部，薬学部，工学部，環境理工学部，農学部，
   　　グローバル・ディスカバリー・プログラム　
　　　　書類審査（成績評価証明書，自己推薦書，評価書）のみで行います。
　２　教育学部，医学部，歯学部
　　　　面接の結果及び書類審査（成績評価証明書，自己推薦書，評価書）を総合して行います。
　　　　なお，医学部医学科については，ＩＢの成績評価の合計点（４５点満点）が３９点以上の者の
　　　中から選考します。

【８月募集：２０１６年国際バカロレア資格（ＩＢフルディプロマ）取得者 及び ２０１７年５月ＩＢ試験受験者】

　２０１７年　８月　１日（火）から２０１７年　８月　７日（月）１７時（必着）
　（郵送にて，２０１７年　８月　８日（火）以降に到着したものについては，２０１７年
　８月　４日（金）の消印のものまで受理します。）
【１０月募集：２０１６年及び２０１７年５月受験国際バカロレア資格（ＩＢフルディプロマ）取得者並びに２０１７年１１月ＩＢ受験予定者】

　２０１７年１０月　２日（月）から２０１７年１０月　６日（金）１７時（必着）
　（郵送にて，２０１７年１０月　７日（土）以降に到着したものについては，２０１７年
　１０月　５日（木）の消印のものまで受理します。）

【８月募集：２０１６年国際バカロレア資格（ＩＢフルディプロマ）取得者 及び ２０１７年５月ＩＢ試験受験者】

【１０月募集：２０１６年及び２０１７年５月受験国際バカロレア資格（ＩＢフルディプロマ）取得者並びに２０１７年１１月ＩＢ受験予定者】

【８月募集：２０１６年国際バカロレア資格（ＩＢフルディプロマ）取得者 及び ２０１７年５月ＩＢ試験受験者】

【１０月募集：２０１６年及び２０１７年５月受験国際バカロレア資格（ＩＢフルディプロマ）取得者並びに２０１７年１１月ＩＢ受験予定者】

　１　８月募集と１０月募集の両方への出願はできません。
　２　教育学部学校教育教員養成課程の合格者は，入学後，希望等により，各コース（ただし，幼児
　　　教育コースを除く。）及び各専修に所属することになります。
　３　２０１７年実施のＩＢ試験受験者は，ＩＢ試験受験の際，試験結果をＩＢＩＳ
　　　（International Baccalaureate Information System)を通じて本学が閲覧できるよう登録して
　　　ください。

出　願　期　間

　２０１７年１２月　２日（土）　教育学部，医学部，歯学部の面接

選　抜　期　日

　２０１８年　２月　６日（火）

出　願　資　格

そ　　の　　他

合 格 者 発 表 日
　２０１７年　８月３０日（水）

選 抜 方 法 等

　２０１７年　８月１８日（金）　医学部医学科，歯学部の面接

指定する科目

数学（ＨＬ成績評価４以上）

環境数理学科 数学（ＨＬ成績評価４以上）

環境デザイン工学科

物理，化学から１科目及び数学
（どちらか一方の科目はＨＬ成績評価４以
上。もう一方の科目はＳＬ成績評価５以上又
はＨＬで履修（成績評価は問わない。））

環境管理工学科

物理，化学，生物から１科目及び数学
（どちらか一方の科目はＨＬ成績評価４以
上。もう一方の科目はＳＬ成績評価４以上又
はＨＬで履修（成績評価は問わない。））

環境物質工学科
物理，化学から１科目（ＨＬ成績評価４以
上）及び数学（ＳＬ成績評価４以上又はＨＬ
で履修（成績評価は問わない。））

グループ１～６から１科目
（ＨＬ成績評価４以上）

グローバル・ディスカバリー・プログラム

工学部

化学生命系学科

環境理工学部

情報系学科

物理，化学，生物から１科目及び数学
（どちらか一方の科目はＨＬ成績評価４以
上。もう一方の科目はＳＬ成績評価５以上又
はＨＬで履修（成績評価は問わない。））

学部・学科・課程・専攻等

機械システム系学科

化学（ＨＬ成績評価４以上）及び
数学（ＨＬ成績評価４以上又はＳＬ成績評価
４以上）

農学部 総合農業科学科

電気通信系学科

物理（ＨＬ成績評価４以上又はＳＬ成績評価
４以上）及び
数学（ＨＬ成績評価４以上）



（カ）　国際バカロレア入試（１０月入学）

　グローバル・ディスカバリー・プログラム

募　集　人　員 　若干人

　　次の１～３のいずれにも該当する者

　１　スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局から国際バカロレア資格証書
　　 （ＩＢフルディプロマ） を２０１６年１０月から２０１８年９月までに授与される者で，
　　２０１８年９月３０日までに１８歳に達する者

　２　国際バカロレア資格の取得において，グループ１～６から１科目を上級レベル（HIGHER LEVEL）
　　により履修し，成績評価が４以上の者

　３　岡山大学グローバル・ディスカバリー・プログラムでの勉学を強く希望し，合格した場合
　　には必ず入学することを確約できる者

　書類審査（成績評価証明書，自己推薦書，評価書）のみで行います。
　公式教授言語が英語以外であった場合には，英語の外部検定試験等の成績提出を課します。

　２０１８年　１月１５日（月）から２０１８年　１月１９日（金）１７時（必着）
出　願　期　間 　（郵送にて，２０１８年　１月２０日（土）以降に到着したものについては，２０１８年

　１月１８日（木）の消印のものまで受理します。）

合 格 者 発 表 日
（条件付合格者発表日）

そ　　の　　他

　２０１８年　３月２１日（水）

出　願　資　格

選 抜 方 法 等

　　実施学部・
　　学科等名



（キ）　グローバル・ディスカバリー・プログラム　国際入試（４月入学）

　全学一括募集

募　集　人　員 　若干人

　　次の１～４のすべてに該当する者

　１　次のいずれかに該当する者
　　①　国の内外を問わず，通常の学校教育における１２年の課程を修了した者及び２０１８年
　　　３月までに卒業（修了）又は卒業（修了）見込みの者
　　②　国の内外を問わず，スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局が授与
　　　する国際バカロレア資格（ＩＢフルディプロマ），ドイツ連邦共和国の各州において大学
　　　入学資格として認められているアビトゥア資格及びフランス共和国において大学入学資格
　　　として認められているバカロレア資格のいずれかを有する又は２０１８年３月３１日まで
　　　にこれら資格のいずれかを取得見込みの者で，２０１８年３月３１日までに１８歳に達す
　　　る者
　　③　外国において初等中等教育の課程を１２年未満で修了し，日本国の文部科学大臣が指定
　　　した教育施設において大学に入学するための準備教育課程を修了又は２０１８年３月３１
　　　日までに修了見込みの者で２０１８年３月３１日までに１８歳に達する者

　２　日本語能力試験（JLPT）Ｎ１に合格した者又はこれと同等以上の日本語能力を有する者

　３　本学グローバル・ディスカバリー・プログラムでの勉学を強く希望し，合格した場合には
　　必ず入学することを確約できる者

　４　日本国籍を有しない者にあっては，出入国管理及び難民認定法において，大学入学に支障
　　のない在留資格を有することができる者

　　書類審査（成績評価証明書，自己推薦書，評価書，語学能力試験のスコア等）により第１次
　選抜を行い，書類審査による第１次選抜を合格した者について面接を実施します。

出　願　期　間 　２０１７年１０月　２日（月）～２０１７年１０月３１日（火）

　第１次選抜　２０１７年１１月上旬　書類審査
　第２次選抜　２０１７年１１月２５日（土），１１月２６日（日）　面接

　第１次選抜　２０１７年１１月１７日（金）
　第２次選抜　２０１７年１２月１５日（金）

そ　　の　　他

　　実施学部・
　　学科等名

出　願　資　格

選 抜 方 法 等

選　抜　期　日

合 格 者 発 表 日



（ク）　グローバル・ディスカバリー・プログラム　国際入試（１０月入学）

　全学一括募集

募　集　人　員 　３０人

　　次の１～３のすべてに該当する者

　１　次のいずれかに該当する者
　　①　国の内外を問わず，通常の学校教育における１２年の課程を修了した者及び２０１８年
　　　年９月までに卒業（修了）又は卒業（修了）見込みの者
　　②　国の内外を問わず，スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局が授与
　　　する国際バカロレア資格（ＩＢフルディプロマ），ドイツ連邦共和国の各州において大学
　　　入学資格として認められているアビトゥア資格及びフランス共和国において大学入学資格
　　　として認められているバカロレア資格のいずれかを有する又は２０１８年９月３０日まで
　　　にこれら資格のいずれかを取得見込みの者で，２０１８年９月３０日までに１８歳に達す
　　　る者
　　③　外国において初等中等教育の課程を１２年未満で修了し，日本国の文部科学大臣が指定
　　　した教育施設において大学に入学するための準備教育課程を修了又は２０１８年９月３０
　　　日までに修了見込みの者で２０１８年９月３０日までに１８歳に達する者

　２　本学グローバル・ディスカバリー・プログラムでの勉学を強く希望し，合格した場合には
　　必ず入学することを確約できる者

　３　日本国籍を有しない者にあっては，出入国管理及び難民認定法において，大学入学に支障
　　のない在留資格を有することができる者

　　書類審査（成績評価証明書，自己推薦書，評価書，語学能力試験のスコア等）により第１次
　選抜を行い，書類審査による第１次選抜を合格した者について面接を実施します。

　①　第１期募集（First Period）
　　　２０１７年１０月　２日（月）～２０１７年１０月３１日（火）

　②　第２期募集（Second Period）
　　　２０１７年１１月　１日（水）～２０１８年　１月３１日（水）

　①　第１期募集（First Period）
　　第１次選抜　２０１７年１１月上旬　書類審査
　　第２次選抜　２０１７年１１月２５日（土），１１月２６日（日）　面接
　　　
　②　第２期募集（Second Period）

選　抜　期　日 　　第１次選抜　２０１８年　２月上旬　書類審査
　　第２次選抜　２０１８年　３月　３日（土），　３月　４日（日）　面接

　①　第１期募集（First Period）
　　第１次選抜　２０１７年１１月１７日（金）
　　第２次選抜　２０１７年１２月１５日（金）

合 格 者 発 表 日 　②　第２期募集（Second Period）
　　第１次選抜　２０１８年　２月２３日（金）
　　第２次選抜　２０１８年　３月２１日（水）

そ　　の　　他

　　実施学部・
　　学科等名

出　願　資　格

選 抜 方 法 等

出　願　期　間



（ケ）　グローバル・ディスカバリー・プログラム　ディスカバリー入試

実施学部・学科名 　全学一括募集

　ディスカバリー入試（一般型）　　　２５人
　ディスカバリー入試（実績評価型）　　５人

　ディスカバリー入試（一般型）

　　次の１～２のいずれにも該当する者

　１　次のいずれかに該当する者
　　①　高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）を卒業した者及び平成３０年３月
　　　までに卒業見込みの者
　　②　高等専門学校の第３学年を修了した者及び平成３０年３月までに修了見込みの者
　　③　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平成３０年３月
　　　３１日までに修了見込みの者又はこれらに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
　　④　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平成３０年３月３１日までに修了見込みの者
　　⑤　国際バカロレア，アビトゥア，バカロレアなど，外国の大学入学資格の保有者で
　　　平成３０年３月３１日までに１８歳に達する者
　　⑥　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，平成３０年３月３１日までに１８歳に達する者
　２　岡山大学グローバル・ディスカバリー・プログラムでの勉学を強く希望し，最終の
　　選抜に合格した場合には必ず入学することを確約できる者

出　願　資　格 　ディスカバリー入試（実績評価型）

　　次の１～３のいずれにも該当する者

　１　次のいずれかに該当する者
　　①　高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）を卒業した者及び平成３０年３月
　　　までに卒業見込みの者
　　②　高等専門学校の第３学年を修了した者及び平成３０年３月までに修了見込みの者
　　③　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平成３０年３月
　　　３１日までに修了見込みの者又はこれらに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
　　④　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平成３０年３月３１日までに修了見込みの者
　　⑤　国際バカロレア，アビトゥア，バカロレアなど，外国の大学入学資格の保有者で
　　　平成３０年３月３１日までに１８歳に達する者
　　⑥　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，平成３０年３月３１日までに１８歳に達する者
　２　次のいずれかに該当する項目を有する者
　　①　人文社会や自然科学に関する研究や英語運用能力を競う全国大会等での実績
　　②　海外でのフィールドワークや研修など，選考を経て参加した海外での活動体験
　　③　世界各国の高校生が集まって開かれた国際会議・国際大会への参加
　　④　海外の中等教育学校での６ヶ月以上の修学経験
　　⑤　その他，上記に準ずる実績等
　３　岡山大学グローバル・ディスカバリー・プログラムでの勉学を強く希望し，最終の
　　選抜に合格した場合には必ず入学することを確約できる者

　〔注意事項〕
　１　ディスカバリー入試（一般型）の出願資格１－⑥又はディスカバリー入試（実績評
　　価型）の出願資格１－⑥における入学志願者は，出願前に本学において入学資格認定
　　のための入学資格審査を行いますので，８２ページの学部等別入試担当に問い合わせ
　　てください。
　２　ディスカバリー入試（実績評価型）の出願資格２の出願資格の有無については，出
　　願前に本学において実績等を確認の上，判断しますので，８２ページの学部等別入試
　　担当に問い合わせてください。

募　集　人　員



　ディスカバリー入試（一般型）
　　書類審査（自己推薦書，調査書），英語及び日本語による講義に基づくレポート作成，
　記述問題，ポスター発表，グループ討論及び個人面接の結果を総合して行います。記述
　問題は，６科目（数学，物理，化学，生物，地学，公民）から１科目を選択して解答す
　る方式です。
　　英語外部検定試験の成績が提出されている場合は，書類審査等の評価の際に加点対象
　として用います。

　ディスカバリー入試（実績評価型）
　　書類審査(自己推薦書，調査書，実績証明書)及び個人面接の結果を総合して行います。

　平成２９年　９月１４日（木）から平成２９年　９月２１日（木）１７時（必着）
出　願　期　間 　（郵送とし，平成２９年９月２２日（金）以降に到着したものについては，平成２９年

　　９月２０日（水）の消印のものまで受理します。）

　ディスカバリー入試（一般型）
　第１次選抜　平成２９年１０月上旬　　　　　　書類審査（募集人員の３倍程度）
　第２次選抜　平成２９年１０月２８日（土）　　講義とレポート，ポスター発表，グループ討論
　　　　　　　　　　　　　　　２９日（日）　　記述問題，個人面接

　ディスカバリー入試（実績評価型）
　第１次選抜　平成２９年１０月上旬　　　　　　書類審査
　第２次選抜　平成２９年１０月２９日（日）　　個人面接

　ディスカバリー入試（一般型）
　第１次選抜　平成２９年１０月１３日（金）
　第２次選抜　平成２９年１１月１５日（水）

　ディスカバリー入試（実績評価型）
　第１次選抜　平成２９年１０月１３日（金）
　第２次選抜　平成２９年１１月１５日（水）

　　ディスカバリー入試（一般型）の合格者が募集人員に満たない場合は，欠員数をディ
　スカバリー入試（実績評価型）に含めて選抜し，ディスカバリー入試（実績評価型）の
　合格者が募集人員に満たない場合は，欠員数をディスカバリー入試（一般型）に含めて
　選抜します。
　　ディスカバリー入試（実績評価型）出願者は，自動的にディスカバリー入試（一般型）
　との併願になり，ディスカバリー入試（実績評価型）第１次選抜で合格判定基準に達し
　ない場合は，ディスカバリー入試（一般型）出願者として第１次選抜から審査します。

選　抜　期　日

合 格 者 発 表 日

そ　　の　　他

選 抜 方 法 等


