
　５．出願手続
⑴　出願方法
　インターネット出願

①インターネットにより、志望情報等を入力する。
②入学検定料を支払う。
③調査書等の提出が必要な出願書類等を郵送する。

＜ 注意 ＞
１．インターネット出願は、インターネットでの入力及び入学検定料の支払を行っただけでは出願手続き完了にはな

りません。以下の期間内に必要な出願書類等が到着するように、簡易書留速達で郵送する必要があります。前期
日程と後期日程の両方に出願する場合は、それぞれインターネットでの入力が必要となります。

２．インターネット出願ページでの志願者情報登録後、48 時間以内に入学検定料を支払う必要があります。（ただし、
２月３日（金）17時までとなります。）

３．上記１及び２を考慮し、早めにインターネット出願を行ってください。

※障害がある等でインターネット出願の利用が難しい方は、下記へ相談してください。
　群馬大学学務部学生受入課入学試験係　電話 027 － 220 － 7150

⑵　出願期間および入学検定料納入期間

　注意事項
　出願書類等（出願確認票、写真票、成績請求票、写真、調査書等）の提出は、必ず簡易書留速達で郵送してください。簡易
書留速達以外で郵送した場合、事故があっても本学ではその責任は負いません。
　出願書類等は、2023年２月３日（金）までに必ず届くよう、郵送期間を十分考慮のうえ、発送してください。
　ただし、出願期間後（２月４日（土）以降）に到着した場合でも、２月３日（金）までの（２月３日（金）を含む）発信局消印がある

「簡易書留速達」に限り受理します。
　なお、特別な事情がある場合については、2023年１月23日（月）17時15分までに下記へ連絡してください。

群馬大学学務部学生受入課入学試験係　電話 027 － 220 － 7150

⑶　インターネット出願の流れ・アクセス方法

事　項 期　間

インターネット入力及び
入学検定料の支払

2023年１月11日（水）９時から
　　　  ２月 ３日（金）17 時まで

出願期間
（提出が必要な出願書類等の郵送）

2023年１月23日（月）から
　　　  ２月 ３日（金）まで（必着）

以下の本学ホームページからインターネット出願ページにアクセスStep1

志願者情報等を登録Step2

出願確認票、写真票、封筒貼付用宛名ラベルを印刷Step3

入学検定料の支払いStep4

出願書類等を郵送（２月３日（金）まで必着）　Step5

48時間以内
（ただし、２月３日（金）
17時まで）

https://www.gunma-u.ac.jp/admission/adm001/g29406
https://sak-sak.net/app/gunmauniv

群馬大学  学部入試  インターネット出願

※メール受信設定でドメイン設定を行っている場合はメールが届かないことがありますので、ドメイン（@sak-sak.net）
を受信指定してくだい。
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⑷　入学検定料支払の方法

インターネット出願ページで選択・入力した支払方法により、支払手続を行ってください。
出願登録時から48時間以内に支払う必要があります。（ただし、２月３日（金）17時まで）
なお、前期日程と後期日程の両方に出願する場合は、それぞれに入学検定料を納付してください。
入学検定料の他に別途必要な事務手数料は、志願者負担となります。
検定料免除を申請する場合は、支払方法選択画面で「検定料免除」を選択してください。
なお、検定料の免除については 49 ページを参照してください。

入学検定料：17,000 円
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⑸　入学検定料の返還について
　既納の検定料は原則として返還しません。
　ただし、検定料を振り込み後、本学に出願しなかった場合又は書類の不備等により受理されなかった場合、あるいは重複振
り込み等所定の金額より多く振り込んだ場合は、下記手続により返還します。
　また、医学部医学科の第 1 段階選抜不合格者、大学入学共通テスト科目の不足等による出願無資格者であることが判明
した場合については、「国立大学法人群馬大学授業料その他の費用に関する規程」により13,000円を返還します。
　返還に当たっては便せん等を用い、次のア〜オを明記した検定料返還申出書を作成して群馬大学財務部経理課へ郵送して
ください。

⑹　入学検定料の免除について
　　東日本大震災及び風水害等の災害に罹災した志願者については、特別措置として検定料の全額を免除します。

検定料の免除の対象者
　１．東日本大震災に係る特別措置

　⑴　東日本大震災における災害救助法が適用されている地域で罹災した志願者で、以下のいずれかに該当する者
　①　学資負担者が所有する自宅家屋が全壊、大規模半壊、半壊又は流失した者
　②　学資負担者が死亡又は行方不明の者
⑵　学資負担者の居住地が、福島第一原子力発電所で発生した事故により、警戒区域、計画的避難区域、帰還困難区域、

居住制限区域及び避難指示解除準備区域に指定された者
　２．風水害等の災害に係る特別措置

⑴　出願期限の日から前１年以内に発生した風水害等の災害において、災害救助法が適用されている地域で罹災した志願
者で、以下のいずれかに該当する者

　①　学資負担者が所有する自宅家屋が全壊、大規模半壊、半壊又は流失した者
　②　学資負担者が死亡又は行方不明の者
⑵　本学が指定する風水害等の災害における「災害救助法適用地域」については、本学ホームページ（入試情報＞学費・

奨学金）を御確認ください。
上記に該当される方は、当該「検定料免除申請書」を本学ホームページ（入試情報＞学費・奨学金）からダウンロードし、関係

書類を添え出願書類に同封して申請してください。書類の提出に関する問合せ等は、平日８時30分から17時15分の間に学務部学生
受入課〔電話027－220－7149〕まで連絡してください。URL：（https://www.gunma-u.ac.jp/）

また、インターネットでの入力の際は、支払方法選択画面で「検定料免除」を選択してください。

⑺　提出が必要な出願書類等
　　前期日程、後期日程の両方に出願する者は、それぞれの日程ごとに提出封筒を準備して、次に掲げる書類等を提出してください。
　　なお、出願書類等に不足等がある場合、出願を受け付けることができませんので、注意してください。

　返還申出書送付先
　〒371－8510　群馬県前橋市荒牧町４－２

群馬大学財務部経理課収入係　電話 027－220－7062
　返還される金額は、振込手数料を差し引いた金額となります。

　　　　　群馬大学○○日程試験検定料返還申出書
ア　返還申出の理由
イ　氏名（フリガナ）
ウ　郵便番号、現住所
エ　連絡電話番号
オ　志望学部
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出願書類等 対象者 摘要

①出願確認票

全
員

　インターネット出願ページの出願登録完了画面からA４サイズで
印刷してください。なお、以下の点に留意して提出ください。

【成績請求票】
所定の欄の枠内に大学入試センターから交付を受けた有効な令和５
共通テスト成績請求票（前期日程に出願する場合は「前国公立前期
日程用」、後期日程に出願する場合は「後国公立後期日程用」）を貼
り付けてください。

②写真票

　インターネット出願ページの出願登録完了画面からA４サイズで
印刷してください。なお、以下の点に留意して提出ください。

【写真】
上半身脱帽正面向きで出願前３か月以内に単身で撮影した写真１枚

（縦４㎝×横３㎝）を写真貼付欄に貼り付けてください。

③調査書
　（外国語によるものは日本語の訳を付けて
ください。）

　次の①〜⑪のいずれかを提出してください。なお、下記で「コピー
可」としたものについては、入学手続の際に原本を郵送又は持参し
てもらいます。郵送又は持参された原本は返却します。
①　出身学校長が作成し、厳封したものを提出してください。
②　高等学校卒業程度認定試験（廃止前の大学入学資格検定規程（昭

和26年文部省令第13号）による大学入学資格検定含む。）合格者は、
調査書に代えて「合格証明書」と「合格成績証明書」それぞれ各
１部を提出してください。

③　外国において学校教育における12年の課程を修了（見込み）し
た者は、調査書に代えて修了（見込み）証明書（Diploma等）及
び成績証明書を提出してください。

④　国際バカロレア事務局（International Baccalaureate Office）
が授与する国際バカロレア資格を取得した者は、調査書に代
えて国際バカロレア資格証書（International Baccalaureate 
Diploma、コピー可）及び成績証明書を提出してください。

⑤　ドイツ連邦共和国の大学入学資格として認められているアビ
トゥア資格（ライフェを含む。）を取得した者は、調査書に代えて
成績の記載されている一般的大学入学資格証明書（Zeugnis der 
allgemeinen Hochschulreife、コピー可）を提出してください。

⑥　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
カロレア資格を取得した者は、調査書に代えてバカロレア資格証
書（Diplôme du Baccalauréat de l'Enseignement du Second 
Degré、コピー可）及び成績証明書、又はバカロレア資格試験成
績証明書（Relevé des Notes）を提出してください。

⑦　グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国において大
学入学資格として認められているジェネラル・サーティフィケー
ト・オブ・エデュケーション・アドバンスト・レベル資格を取得
した者は、調査書に代えて成績証明書（コピー可）を提出してくだ
さい。［１科目以上合格（評価 E 以上）していること］

⑧　文部科学大臣の指定を受けた専修学校高等課程の学科を修了（見
込み）した者は、調査書に代えて成績証明書を提出してください。

⑨　出身学校の事情（廃校及び被災等を含む。）により、出身学校長
の調査書が得られない場合は、卒業証明書、成績通知表（成績通
信簿）及びその他入学志願者が提出できる書類を、調査書に代え
て提出してください。

⑩　本人が被災等により⑨の書類も整えられない場合は、出身学校
を所管する教育委員会、知事又は出身学校長が作成したこの内容
を証明できる書類を提出してください。

⑪　①から⑩に該当しない者については、本学学生受入課入学試験
係〔電話 027－220－7150〕へ提出書類を確認の上、提出して
ください。

　　ただし、37 ページの出願資格⑨、⑩によって、本学の入学資格
審査を受け認定を受けた者については、既に関係書類を提出済み
のため提出を要しません。

－ 50 －



④活動報告書 該
当
者
の
み

　調査書が提出出来ない者は、「様式１　活動報告書」を提出してく
ださい。

⑤実技試験に関する届出用紙 　共同教育学部音楽専攻志願者又は保健体育専攻志願者は、所定の
届出用紙を提出してください。（65、66 ページ参照）

⑥履歴書
医学科
志願者
全員

医学部医学科志願者（現在高校生等の者含む）は、「様式前３　履歴書」
を提出してください。

⑦志願理由書

該
当
者
の
み

　医学部医学科「地域医療枠」で出願する場合は、志願者本人が自
筆した「様式 前４　志願理由書」を提出してください。

⑧同意書
　医学部医学科「地域医療枠」で出願する場合は、志願者本人及び
保護者（又は法定代理人）が署名、押印した「様式　前５　同意書」
を提出してください。

⑨「群馬県緊急医師確保修学資金貸与制
度について（一般選抜）」に示す書類

　医学部医学科「地域医療枠」で出願する志願者のうち、「群馬県緊
急医師確保修学資金貸与制度について（一般選抜）」（76 〜 78 ページ）
の「１　対象者要件」の⑷及び⑸に該当する者は、同頁「２　提出書類」
に示す書類を提出してください。

注意事項
　１　出願書類の※印欄は、記入しないでください。
　２　出願書類に不備がある場合は受理しないことがあります。
　３　受理された出願書類は、いかなる理由があっても返還しません。また、いかなる理由があっても変更は認めません。
　４　出願書類に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、入学許可を取り消すことがあります。

⑻　提出が必要な出願書類等の提出先及び提出方法
　①提出封筒の準備
　　志願する日程（「前期日程」、「後期日程」）の封筒及び必要書類を用意し、提出してください。
　　「前期日程」、「後期日程」の両方に出願する場合は、それぞれ用意してください。

　ア．必ず、角形２号封筒（横 24㎝×縦 33.2㎝で A4 サイズの書類を折らずに入れることができる封筒）を使用してください。
　　　長形３号定型封筒（横 12㎝×縦 23.5㎝）は使用できません。

　イ．出願登録完了画面から「封筒貼付用宛名ラベル」を印刷し、アの封筒の表（宛名）面に貼付してください。
　
　②提出が必要な出願書類等の封入
　　49 ページの５．⑺提出が必要な出願書類等を確認し、必要な書類等を封入してください。
　③簡易書留速達郵便で送付

46 ページの５．⑵出願期間および入学検定料納入期間の「出願期間（提出が必要な出願書類等の郵送）」の郵送期間内
に必ず到着するよう、簡易書留速達 郵便で郵送してください。

⑼　問合せ先
　　受験に関する質問等は、下記へ問合せてください。
　　群馬大学学務部学生受入課入学試験係　電話　027-220-7150

角形２号封筒
（A4 の書類を折らずにいれることができる封筒）

長形３号定型封筒
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