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（ 目的 ）
第１

こ の要 項は ，群 馬大学 学則 第２ ４ 条第 １０号 に規 定す る， 大学 入学 資格 に関 する審
査（ 以下 「審 査」 という 。） につ い て必 要なこ とを 定め る。

（ 委員 会）
第２

審 査を 行う ため ，群馬 大学 入学 試 験管 理運営 規則 第１ ２条 に基 づき ，入 学試 験委員

会 の下 に群 馬大 学入 学資格 調査 委員 会 （以 下「委 員会 」と いう 。） を置 く。
２

委員 は， 各学 部（ 医学部 につ いて は 各学 科）の 入試 担当 委員 長を もっ て充 てる 。

３

委員 長は ，委 員の 互選に より 選出 す る。
（ 審査 ）

第３

委 員会 は， 申請 書類の 提出 があ っ たと きは， 申請 書の 締め 切り の翌 日か ら速 やかに

審 査を 開始 しな けれ ばなら ない 。
２

委員 会は ，申 請書 の不備 又は 申請 書 の客 観性に 疑義 等が ある 場合 は， 期間 を定 めて当
該 申請 の補 正を 求め ，それ が満 たさ れ ない ときは 審査 を拒 否す るこ とが でき る。
（ 審査 の方 法）

第４
２

審 査の 方法 は， 申請書 類の 審査 に より 行う。
委員 会は ，申 請書 類で不 十分 と判 断 した ときは ，面 接そ の他 の方 法を 併用 し審 査を行

う もの とす る。
（ 審査 の基 準）
第５

審 査の 基準 は， 当該年 度の 前年 度 の３ 月３１ 日ま でに １８ 歳に 達す る者 で， 次のい

ず れか に該 当し てい ること とす る。
(1) 修 業年 限及 び授 業時間 数等 が， 次 に掲 げる事 項を 満た して いる 各種 の学 校等 を卒業
又は 修了 して いる こと（ 卒業 見込 み 又は 修了見 込み を含 む。 ）。
① 学 校教 育に おけ る９年 の課 程修 了 を基 礎とし ，修 業年 限が ３年 以上 であ るこ と。
② 卒 業又 は修 了に 必要な 総授 業時 間 数は 2,590単 位 時間 以上 （1単 位時 間は 50分 を標準
とし て計 算す る。 ）であ るこ と。
③ 卒 業又 は修 了に 必要な 普通 科目 （ 「大 学入学 資格 に係 る専 修学 校高 等課 程の 指定に
関す る実 施要 項」 （昭和 60年 ９月 19日高 等教育 局長 裁定 )(以 下「 実施 要項 」と いう｡）
に定 める 科目 ）に ついて の総 授業 時 間数 が420単 位 時間 以上 である こと 。
た だし ，105単位 時間 ま では， 教養 科目（ 実施 要 項に 定め る科目 ）で 代替 する こと
がで きる 。
(2) そ の他 学習 歴及 び実務 経験 等が 高 等学 校を卒 業し た者 と同 等以 上の 学力 があ ると認
めら れる こと 。

（ 申請 書類 ）
第６

審 査を 申請 する ものは ，入 学資 格 審査 申請書 に添 えて ，審 査に 必要 な学 習歴 を客観

的 に証 明で きる 書類 を提出 する もの と する 。
（ 提出 期間 ）
第７

特 に定 めな い限 り，次 のい ずれ か の該 当する 期間 とす る（ 期限 内必 着） 。

(1) 本 学に 入学 を希 望し大 学入 試セ ン ター 試験に 出願 しよ うと する 者は ，当 該入 学年度
の前 年度 の８ 月１ 日から ８月 31日 ま でと する。
(2) 本 学に 入学 を希 望し社 会人 特別 選 抜に 出願し よう とす る者 は， 当該 入学 年度 の前年
度の 10月 １日 から 10月15日ま でと す る。
(3) 他 大学 の入 学資 格認定 を受 け大 学 入試 センタ ー試 験を 受験 後， 本学 に入 学を 希望す
る者 は， 当該 大学 入試セ ンタ ー試 験 の終 了翌日 から ，そ の日 も含 め３ 日間 とす る。
た だし ，当 該入 学年度 の選 抜に 本 学が 利用す る大 学入 試セ ンタ ー試 験を 受験 した者
に限 る。
（ 結果 の通 知）
第８

入 学資 格の 審査 結果に つい ては ， 次の とおり とす る。

(1) 学 長は ，入 学資 格を認 める 場合 は 群馬 大学の 入学 資格 認定 書を 交付 する もの とし，
入学 資格 を認 めな い場合 はそ の理 由 を付 して認 定し ない 旨を 通知 する もの とす る。
(2) 入 学資 格の 認定 は，全 学部 にお い て有 効とす る。
（ 効力 の喪 失）
第９

申 請者 が， 学習 歴，実 務経 験等 の 修了 見込み で申 請し た場 合で あっ て， その 要件が

満 たさ れな いと きは ，入学 資格 認定 は その 効力を 失う 。
２

申請 書に 記載 した 事項と 事実 が相 違 して いるこ とが 判明 した 場合 には ，群 馬大 学長は
本 学が 行う 学力 検査 等の受 験を 許可 し ない ことが でき る。 また ，入 学後 でも 入学 を取り
消 すこ とが でき る。

附則
１

この 要項 は， 平成 １６年 ６月 ２３ 日 から 施行す る。

２

提出 期間 の最 終日 が，土 曜日 ，日 曜 日及 び国民 の祝 日等 の場 合は ，次 の勤 務日 を提出
期 限と する 。
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群 馬大 学学 則第 ２４ 条第１ ０号 によ り ，入 学資格 認定 書の 交付 を受 けた いの で， 下記の と
おり 関係 書類 を添 えて 申請し ます 。
記
１

審 査を 希望 する 資格（ 該当 の資 格 に○ 印を付 して くだ さい 。）
(1) 各種 の学 校等 を課程 修了 （見 込 み）
(2) 社会 人に よる 資格取 得等
(3) 科目 等履 修生 等によ る個 別学 習

２

添 付書 類（ 添付 した書 類に レ印 を 付し てくだ さい 。）
(1) １の (1)に よる 申請 者
□ 課程 修了 （見 込み ） 証明書
□ 成績 証明 書
□ 学校 の教 育及 び学 習 内容を 示す 書類
（ 科目 一覧 等で 授業 時 間数及 び単 位数が 示さ れ たも の， シラバ ス， 学校 案内 等）
□ その 他（

）

(2) １の (2)に よる 申請 者
□ 資格 取得 証明 書
□ 社会 にお ける 経験 及 び経歴 （第 ３者に よる 客 観的 な証 明書） Ａ４ 版様 式は 不問
□ その 他（

）

(3) １の (3)に よる 申請 者
□ 最終 学歴 の調 査書 又 は成績 証明 書
□ 科目 等履 修に よる 単 位取得 証明 書
□ その 他（

）

