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データには

未来を救う

力がある。
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まだ起きていない

「未来の課題」に挑む

未来工学部 データサイエンス学科

今をより良くする学問 未来の課題に挑む学問

工 学
未 来

工 学

未来工学部？未来？

そう思ったあなたはなかなか鋭い。

未来工学が見つめるのは、文字通り「未来」。

「未来」を脅かす課題を見極めて、

先回りして人や社会のために

動き出す学問です。

この星が抱える環境保全、生物多様性の問題、

食料危機、感染症のリスク、新素材開発など

複雑で広範囲な課題を解決できる人を育てるために

新学部は誕生します。

その時、チカラになるのは「データサイエンス」。

未来の課題から逆算して、データを集め、

分析し、今のアクションに繋げる。

そのプロジェクトの中心にいるのが

データサイエンティストです。

ライフサイエンスの総合大学である北里大学には

生命に関する様々なデータが日本中、

世界中から集まります。

つまり、生命の真理に核心から迫れる場があるということ。

人間を読み解き、世界を、未来をより良く。

私たちと一緒に未来の課題の解決に挑みましょう。

「未来を切り拓きたい！」とワクワクしている、

そんな探究心に溢れるあなたを待っています。

学祖・北里柴三郎は「医学と工学の融合こそが未来の医学研究を切り拓く」として、その必要性を
自身の門下生に説いていました。未来工学部は学祖の願いを実現するために、社会から求め
られる必要性にあわせ、現代にふさわしい形で誕生します。生命科学の総合大学として本学
が有する、既存7学部15学科（大学院6研究科1学府）及び併設2校との「知」のネットワーク
により連携し、変化の激しい時代に発生する「未来の課題」に対し、知識と技術によって
解決へと導くことを目指します。
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『データサイエンス』を通じて「今をより良くする」だけでなく、
『まだ起きていない未来の課題』を捉えられること。       

データサイエンティストはあらゆる業界で求められており、
卒業後に『活躍の場』がこれまで以上に大きく広がっていることが予測されること。

VOICE 
他にも

他にも

といった声がありました

といった声がありました

「未来工学部」への企業の声

北里大学に「未来工学部」の意義

未来工学部の特長や学びについて、
全国の企業・団体にアンケート調査を実施した結果、回答いただいた126社の企業の声

の企業が未来工学部に

関心をもっています

『最先端の医療と生命科学』に関するあらゆるデータが世界中から集まる、
ライフサイエンスの総合大学で『データサイエンス』を学ぶこと。

環境保全、生物多様性の問題、食料危機、感染症のリスク、新素材開発など
複雑で広範囲な課題に挑む学問である。

VOICE 

の企業が他大学には無い

独自性を認めています

生命科学の「知」の連携を
加速する未来工学部

未来工学部

看護学部

大村智
記念
研究所

海洋生命
科学部

獣医学部医療衛生
学部

薬学部

医学部理学部

相模原キャンパスの全景
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学
科
の
特
長

一般的なデータサイエンスでは、「統計学や情報科学などの手法で

データを解析し、有益な情報や法則性を導き出す」にとどまります。

本学科では、他大学のデータサイエンスを学ぶ学科と異なり、

生命科学の総合大学の利点を活かし、

生命に関する膨大なビッグデータをもとにした最先端の研究が行えます。

それはつまり、自然や生命の真理に核心から迫れるということ。

ただ解析することが目的の解析ではなく、

未来を具体的に創り出すための実践的な学びを追究できます。

データサイエンスの力で、未来の課題を見つけよう。

目指すは「UPDATE HUMAN.」。

人類をつぎのステージへ。

データサイエンスは

未来の課題をキャッチする

アンテナであり、

解決策を指し示す

羅針盤です。
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UPDATE 
HUMAN.

人類をつぎのステージへ。

未来の課題に挑む8つの分野

【生物統計（BS）】

統計学の視点から、生物学・医療科学に
焦点をあてたデータ分析のための新たな方法
論を開発し、実践的な研究を推進します。

情報科学的アプローチに基づき、大量デー
タの解析から生命を理解し、生体分子の
設計や制御へ応用します。

【ソフトマターインフォマティクス（SI）】

生体分子などの柔らかい物質(ソフトマター)
について、実験では観察が難しい微小な
時空間スケールでの現象を捉えます。

【メディカルインフォマティクス（MI）】

健康に関わる情報について研究し、医療の
研究に役立つデータベースの構築、医療の
質の評価や安全管理に活かします。

【ライフサイエンスプラットフォーム（LP）】

大規模なゲノムデータから病態解明、創薬に
繋がる標的を同定し、病態解明・創薬シーズ創出
プラットフォームを構築します。

【データモデリング（DM）】

生命現象の背景にある複雑な相互関係を
丹念に見直し、従来とは異なる数理的な
関係を見出して、未来を予測します。

【バイオイメージインフォマティクス(BI)】

細胞から組織・臓器などの画像データから、
隠されている情報を読み解き、創薬研究や
診断に役立てます。

【人工知能（AI）】

メディカルビッグデータの解析から、癌など
の疾患のシステム情報抽出のためのAI・
統計モデリングの新手法を開発します。

【生物工学のための
バイオインフォマティクス（BB）】



     

本学科での学びには大きく分けて3つの領域があります。

卒業後に希望する進路に沿って、いずれかの分野の科目を

重点的に学べるような履修モデルになっています。

各領域における複雑な社会課題をデータサイエンスの力で解決し、

新たな未来を切り拓く人材を育成します。

STEP3
実社会のデータ、生命系

データを利用した演習。

STEP4
自分で課題を設定し、

データを集め研究を進める。

STEP1
社会を知り、人間を知り、

基礎を固める。

STEP2
手を動かして

プログラミングを習得する。

4年間の学びの流れ

授業ピックアップ

生命科学、医療の分野でのデータ
サイエンスに関心があり、将来この
分野で開発・研究に携わりたい人

3つの履修モデル

これからデータサイエンスを学ぶ新入生向けの
基礎的な講義科目です。データサイエンスの
現状や実社会との関連性をはじめ、未来工学部
で学ぶ様 な々トピックスを解説します。

未来工学データ
サイエンス概論
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モデル1

モデル2

モデル3

創薬や主に医療に関わる素材や材
料の開発の分野でのデータサイエ
ンスに関心があり、将来この分野
で開発・研究に携わりたい人

生命科学を含む広く自然科学や社会科学に
貢献するデータサイエンスに関心があり、将来
この分野で開発・研究に携わりたい人

マテリアル
＋
創薬

AI×DX

ライフ
サイエンス・
ヘルスケア

必修

選択

データサイエンティストとして求められる高い倫理観及び使命感をもち、目標の実現のために他者と協調して行動できる。

多様な情報から問題の本質を捉え、数理的な思考力・判断力により、論理的に他者に伝える表現力を有している。

生命科学・医療科学に関する基礎的な知識を修得するとともに、情報科学を中核とする工学的視点に基づいて、課題・問題の解を求めることができる能力を有している。

データサイエンス・AI技術の高度な専門知識と技術を用いて、課題解決に向けた解析のアイデアやモデルを提案できる。

1群

2群

3群

マ
テ
リ
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＋
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AI
×
DX

複
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で
広
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で
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く
人
材
（
デ
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ト
）

2年 前期 2年 後期 3年 前期 3年 後期

医療の質・安全管理論

データ
サイエン
ティストを
支える
教養と
スキル

医療
データの
取り扱い

データの
モデリング

データ
サイエンス
のための
数理

ライフ
サイエンス
の基礎科学

ラ
イ
フ
サ
イ
エ
ン
ス
・ヘ
ル
ス
ケ
ア

4年 通年

データ
サイエンティスト
としての
価値の創造

輪
講（
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
）

未
来
工
学
特
別
講
義

卒
業
研
究

DP1

DP2

DP3

DP4

DP5

医療統計分類論

IoT電子
工作実習

プログラミングIII

インターンシップ

データ解析と
その数理II

微分方程式と
力学系

アルゴリズム

ライフ
サイエンスII

物質科学

生命系の
情報理論

確率の数理

ライフ
サイエンスI

データ解析と
その数理I

医学・
医療概論

データエンジニア
リング演習

ケモインフォマティクス

イメージングと画像解析

ネットワーク科学

神経系の情報処理

立体構造予測

生命科学データ
測定技術

統計の物理学

深層学習入門

バイオインフォマティクス

テキストマイニング

尤度とモデリング
の数理

メディカルイン
フォマティクス

プログラミングIV

データサイエンス
教育法

データサイエンス
研究入門

アントレプレナーシップ

データハンド
リングと可視化

データモデリング
演習

シミュレーションの
基礎

DP5

DP2

DP3

DP4

主体的な探究心と幅広い科学的知識に基づき、広く社会を俯瞰し、修得した知識・技術を有機的に関連づけることができる。DP1

データサイエンスで広く使われているPythonを
用いて行うプログラミング演習です。この演習
により、手作業では処理が難しいビッグデータを
解析できるようになり、データサイエンスにおけ
るプログラミングの有用性を理解できます。

プログラミングⅠ・Ⅱ

電子回路を組む実習を行いながら、ハードウェ
アの仕組みやIoT機器の利用方法について学ん
でいきます。センサーやモーターなどの機器の
制御を通して、どのようなデータの収集が実現
可能かを理解できるようになります。

IoT電子工作実習

医療の現場で生まれる様々なデータを扱う際の
統一基準について学ぶ講義です。現役の医師や
専門家を招き、現場での経験を踏まえた臨床研
究や病院経営分析の解説をしていただく特別
講義も予定しています。

医療統計分類論

実現場で起こる問題の解決を目指し、データ解析
のためのモデルを構築するグループ演習です。
救急患者に対応するための病院スタッフの最適
配置問題や、海洋保護区設定の有効性検証
など、幅広いテーマに取り組みます。

データモデリング演習

バイオインフォマティクスは、遺伝子配列解析や
タンパク質の構造予測などの問題を、情報科学や
統計解析の手法で研究します。講義では、バイオ
インフォマティクスの基礎知識と応用について
学び、手法の考え方の定着を目指します。

バイオインフォマティクス

生物研究から創薬、先端医療まで、生命科学の
研究現場において利用されるイメージング技術
を学びます。細胞などの生物画像を例に、画像
を解析するプログラムを作成し、定量的なデー
タとして扱えるようになります。

イメージングと画像解析

各個人がテーマを決め、4年間の集大成としての研究を進
めます。前期は研究に必要なテーマの設定、研究計画の
立て方について学び、後期は実際の研究に取り組んでい
きます。学年末の卒業研究発表会においてプレゼンテー
ションを行い、最終的に卒業論文にまとめていきます。

卒業研究

ディプロマポリシーをDPと表記しています。学位授与のための基本的な考え方として、修了要件や育成する人材に修得を期待する能力のことを表します。

文
化
・
社
会
・
健
康
の
領
域
、総
合
領
域
科
目

未来工学
データサイエンス

概論

データサイエンス
イノベーション

演習

歴史から見る
データ
サイエンス

人工知能・
機械学習入門

線形代数
演習

情報
科学A

情報
科学C

物理学

物理学
実験

生物学

生物学
実験

科学英語II

科学英語I

情報倫理学

情報
セキュリティ

情報の基礎

線形代数

プログラミング
II

プログラミング
I

ベクトルと
行列

英語AI

英語AII

英語BI

英語BII

統計学BI

統計学BII

微分
積分学A

微分
積分学B



新校舎、

まもなく完成へ！

哲学や倫理学、芸術や文学などの文化面をはじめ、心理学や文化
人類学、法律や経済、健康などの学びにも力を入れています。自己や
他者、社会への関心を深めて豊かな人間性を育むこと、そして科学
的・論理的な思考を育むことが主な目的です。

豊かな人間性を育む多様な基礎科目

データサイエンティストにとって欠かせない知識・技術のひとつで
あるプログラミングを基礎から身に付けられます。自ら積極的に手を
動かし、人工知能や機械学習に関するツールを使いこなせるように
する実習授業も豊富に用意しています。

ゼロから始めるプログラミング

医療データの取扱いにおける倫理観や基礎知識を身に付けるため、
医療データの処理現場を実際に見学する機会を設けます。臨床医学
を含む、医療分野で活躍するデータサイエンティスト像が明確に
イメージできるようになるでしょう。

医療現場を肌で感じる大学病院見学

カルテなどの文字情報を解析する「テキストマイニング」や、地球規模
の巨大スケールで起きている現象を可視化する技術を学ぶ「シミュ
レーションの基礎」など、データサイエンスを実社会で活用するため
の応用力を養う授業も豊富です。

実社会で必要となる専門技術の習得

医療や創薬、製造業などの企業を中心に、インターンシップを実施し
ます。これまで身に付けた手法をフル活用し、リアルな現場が抱える
問題の把握、その解決方法の探索を行うことで、より深い学習体験
が得られます。

生きた学びの場・インターンシップ

創薬企業や大手IT企業などの第一線で活躍するデータサイエンティ
ストをゲストスピーカーに招き、特別授業を開講します。一緒に議論
を行い様々な意見を交わすことで、現場の生の声を学びの中に取り
入れます。

ゲストスピーカーによる特別講義

Point1

Point2

Point3

Point4

Point5

Point6

相模原キャンパスでは、先進的設備を導入した医工連携の拠点となる「未来工学部

棟」の建設が始まっています。新たな校舎には、ビッグデータを解析するうえで欠か

せない学部独自のサーバーを導入。スムーズに研究が進められるよう、実習授業用

のPCルームなど、充実したIT環境を整えていきます。

また、生物実験用の施設も新たに設け、データを自らの手で取得できるような体制も完

備。さらに、細胞などを生きたまま観察できる「共焦点レーザ顕微鏡」や、ゲノム解析のた

めの「次世代シークエンサー」、分子生物学実験のための様々な最新設備も導入します。

研究に使う施設だけにとどまらず、大きな「学生ラウンジ」を1階中央に配置。授業の

合間にくつろいだり、コミュニケーションを楽しめるスペースとしても活用できます。

新校舎は2024年2月に竣工予定。そのため実際に利用できるのは2024年4月からに

なります。未来工学部開設1年目、2023年に入学する1年生の学びの場については既設

校舎になります。

学びの環境

07 08

今ある課題にとどまらず、

まだ起きていない未来の課題をいち早く見出す力を身に付ける。

本学科の特長的な学び方についてご紹介します。

ど
う
学
ぶ
？

学部独自のサーバーを導入
※写真は全てイメージです

学生ラウンジエントランス

未来工学部棟  ※2024年2月竣工予定



データ/情報に人の介在が求められるあらゆる業界が進路です。

データサイエンティストの仕事は、

現場にある“何か”に気付き、

隠れている課題を解決に導くこと。

これからの社会で、

活躍の場がますます広がっていくと期待されています。

各業界での活躍例

卒業後の進路

※文部科学省における審査の結果、予定している教職課程の
　開設時期等が変更となる可能性があります。

ほか

一例として「人を対象とした臨床医学研究」「様々な動物を対象としたゲノム情報の解析」「医薬開発にかかる費用と時間をいかに
軽減するか」など単なる解析を目的とせず、未来を具体的に創り出すための研究に学生時代から取り組むことができます。

高い就職率を維持する北里大学。未来工学部におい
ても実社会で活躍する力を身につける主体的な学び
を積極的に評価・サポートし、学生のキャリア形成を
後押ししていきます。インターンシップ参加の単位認
定をはじめ、起業家を招いて学ぶ「アントレプレナー
シップ」科目の設置など、実践的な学びの機会を用意
していく予定です。

他学部との連携では具体的に
どんな研究と将来が想定されますか？
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目指せる資格

Q

特に医療や命に関わるような仕事に就きたいと思っている方は、命と向き合って学ぶ仲間が近くにいて、命の現場を肌で
感じられる環境で過ごすことは、価値観を共有するという意味でも意義のある時間になります。

大学病院をはじめ他学部が同じキャンパスにある環境の良さは、
就職やその後のキャリアにも影響しますか？Q

北里大学は医学、看護、薬学など生命科学系の学部を持つ総合大学です。データサイエンスと生命科学を併せて学べる
ことが最大の特長になります。学内での連携により一般的な工学部や情報系学部では手に入らない膨大な生命科学データを
研究対象とすることができるため、AIやビッグデータを利用した研究の可能性が広がります。

AIやビッグデータに興味があり、情報系の学部と迷っています。
北里大学はそれらの大学と何が違いますか？Q

製品開発の現場では、データサイエンスが強力なツールになりつつあります。とりわけ、生命科学とデータサイエンスの
知識が組み合わされば、あなたの肌に合う世界でひとつの化粧品の開発など、これまでの常識を変えてしまうような新製品
の誕生に欠かせない人になることができるでしょう。

化粧品や食品の開発に関わるような仕事を目指す人に
この学科の学びは関係ありますか？Q

新薬の開発には膨大な費用と時間を要します。より早く新しい薬を世に出すために、データを解析し、その費用と時間を
圧縮する分野でデータサイエンティストが活躍しています。データサイエンスを学ぶことは、多くの人を救いたいという
夢を叶える選択肢と言えます。

将来、新薬の開発に携わりたいと考えています。　
データサイエンス学科の学びは夢に近づけますか？Q

医療 製薬 食品 官公庁

教育 化粧品 金融 ITベンダー

電機
メーカー

自動車
メーカー

蓄積されたX線画像や電子カ
ルテなどの膨大なデータを分
析し、病気の早期発見などに
役立てることができます。

子どもたちの学習記録や成績など
のビッグデータを活用すれば、学力
アップにつながるより良い教材の
開発に役立てることができます。

これまでに起きた災害や事故、事
件など、あらゆるデータを分析し
て対策を打つことで、安心して暮
らせる社会の実現を目指せます。

人々の食への嗜好をデータベー
ス化し、分析することで、より健
康管理がしやすい食事メニュー
の開発などに応用できます。

AIを活用し、従来よりも高機能
なタンパク質を効率的に設計
できるようになれば、より良い
薬を創ることができます。

車に取り付けられたセンサーから
収集されるビッグデータを分析し、
より地球環境にやさしい車両の開
発などに役立てることができます。

心拍数などの生体データを測定
するウェアラブルデバイスの開発
やそのデータ活用などを通し、
人々の健康増進に寄与できます。

データサイエンスの最新技術を
追究しながら、多くのクライアント
企業とタッグを組み、新たなDX
推進にチャレンジできます。

日々の健康状態や車の運転状
況など、細やかなデータをもと
にして、一人ひとりにマッチした
保険商品を開発・提供できます。

複雑な分子の構造や動きを解
析するための新たな手法により、
人それぞれの肌に合う化粧品の
開発などにチャレンジできます。

高等学校教諭一種免許状（情報）※

情報処理技術者試験〈国〉

統計検定

北里大学の就職率 2022年3月卒業生実績

（全学部の就職率）



教員からのメッセージ
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学部長メッセージ

　これからの時代に求められる
データサイエンティスト像。それは、
与えられたデータを解析するだけの
人ではありません。もちろんプログ
ラミングや数学力などの基礎的なス
キルは必要です。しかしそれ以上に
大切なのは、自ら現場に入って問題
を探し出し、解決に向かって様々な
仮説を立て、柔軟に行動していく力
なんです。未来工学部では、そんな
課題発見型の人材を育てていきた
いと考えています。
　北里大学には生命科学系の学部
が集結しているため、医学、薬学、
生物学など、研究現場で最前線の
データを解析できることが大きな
魅力です。カルテやCT画像、ゲノム
などのヒトに関わるデータを扱うの
はもちろん、学内で連携すれば、
“犬を飼う人のメンタリティ”など
自由な視点でデータを解析すること
もできるでしょう。これまで想像も
しなかった未知の可能性や新たな
知見を、データサイエンスは掘り
起こします。
　データサイエンスは、未来への
羅針盤となる学問。私たちとともに
ワクワクしながら、新たな未来を切り
拓いていきたいという人にぜひ入学
してほしいですね。

Oka Kotaro
岡浩太郎 教授
学部長

情報の基礎、アルゴリズム、

バイオインフォマティクス など

生命や医療のビッグデータを

人工知能を用いて解析する

科学技術研究者

病院に蓄積された大量の医

療画像と専門知識をAIに学

習させることによって、正確無

比な診断を行うAI専門医の

実現を目指しています。深夜

でも働き続け、人間と違って

誤診や見逃しもないAI専門医

を一緒に作りませんか？

プログラミングⅡ/Ⅲ/Ⅳ、人工

知能・機械学習入門、深層学習

入門 など

人工知能でバイオものづくり

研究者

データサイエンスの活躍の場

は、ITだけでなく医療・化学工

業・農業など様々な分野に広

がっています。北里で生命科

学とデータサイエンスを学び、

未来に羽ばたける人材になっ

ていただけたらと思います。

物質科学、統計の物理学、情報倫理学 など

計算科学で柔らかい物質の分子を視る

商社マン

皆さんの柔軟な発想力とデータサイエンスが

かけ合わさると、モノづくりの未来を変える

原動力となります！

データハンドリングと可視化、ネットワーク

科学、シミュレーションの基礎 など

ゲノムや医療データを用いて生体内の複雑な

メカニズムを探る

研究者

謎に包まれた生命の不思議を、データサイエ

ンスを駆使することで詳らかにすることができ

るかもしれません。今の時代だからできる、

この新しいサイエンスを一緒に楽しみましょう。

IoT電子工作実習、生命科学

データ測定技術、ネットワーク

科学、テキストマイニング など

プロテオームデータの標準化と

データ共有

薬剤師

データは「21世紀の石油」とも

言われ、データを集めて解析す

る技術はこれから重要になって

いきます。データの中に潜む宝

物を一緒に探しましょう。

データ解析とその数理Ⅰ/Ⅱ、データモデ

リング演習、尤度とモデリングの数理  など

生物・生態・環境 データの解析とモデリ

ング

自分が知っている限られたものの中か

ら選ぶ「将来の夢」を聞かれるのが苦手

でした。今ではデータサイエンスを通じ、

想像もしなかった分野との交流を多く

得て、広がりを楽しんでいます。

自由な発想の体系化が科学の源です。

データ解析とモデリングはその体系化

を助けます。そこから得られる新しい

視点で世界を違った角度から眺めてみ

ませんか？

ライフサイエンスⅡ、線形代数、生命

系の情報理論、イメージングと画像

解析 など

見えない生命現象を可視化する方

法を開発する

考古学者

データサイエンスは若い学問です。

しっかりその背景や基礎的な勉強を

しておけば、最先端に手が届きます。

ぜひ一緒にがんばりましょう。

医療統計分類論、医療の

質・安全管理論、メディカ

ルインフォマティクス など

医療データを活用し医療

の質向上に貢献する

夢はなかったです。大学病

院での勤務を経て、医療情

報の可能性に触れ、データ

の活用で医療に貢献した

いという夢を持ちました。

医療情報を考究し、社会や

患者さんのために、医学・

医療の進歩に貢献する

データサイエンティストを

目指しましょう。
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〈小論文〉

学科の特色や専門分野を反映した課題を提示

し、意見や感想、考えを文章によって表現す

るものです。平易な英語の文章を読み日本語

で解答します。受験生の基礎的知識・理解力

と正確な文章を論理的に構成する能力を評価

します。

〈面接〉

10分程度の個人面接を実施します。口頭試問に

よる高校で履修する科目の基礎的事項につい

ての学力評価と、受験生の人物、学修意欲及び

適性の評価を行います。

〈調査書〉

英語、数学の学習成績の状況を確認し、評価

します。面接時の資料として利用します。

〈推薦状〉

面接時の資料として利用します。

入試概要

●初年度納入金：1,650,000円（入学金250,000円・授業料等1,400,000円）

奨学金について学費について
詳細は大学ホームページをご確認ください。

入試についての最新情報は大学ホームページ・受験生サイトをご確認ください。

次の(1)、(2)のいずれかに該当する者で、(3)～(5)の条件を満たす者

(1)高等学校若しくは中等教育学校を2022年4月1日から2023年3月31日までに卒業した者

及び卒業見込みの者

(2)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2022年4月1日から2023年3月31日までに修了した者及び修了見込み

の者

(3)大学専門教育に適する者として、次の①及び②に該当する者

①全体の学習成績の状況が3.5以上の者

②数学の学習成績の状況が4.0以上の者

(4)次の科目を履修（見込み含む）した者

　【数　学】 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ａ、数学Ｂ　

【外国語】 英語

(5)学校長が責任をもって推薦できる者

次のいずれかの条件を満たす者

(1)高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者及び2023年3月31日までに卒業見込みの者

(2)通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び2023年3月31日までに修了見込みの者

(3)学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力が

あると認められる者及び2023年3月31日までにこれに該当する見込みの者

ａ．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2023年3月31日までに修了

見込みの者、またはこれらに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

ｂ．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2023年3月31日までに修了見込みの者

ｃ．専修学校の高等課程（修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準

を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日

以後に修了した者及び2023年3月31日までに修了見込みの者

ｄ．文部科学大臣の指定した者

ｅ．高等学校卒業程度認定試験規則により文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に

合格した者及び2023年3月31日までに合格見込みの者で、2023年3月31日までに18歳に

達する者（大学入学資格検定規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。）

ｆ．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、2023年3月31日までに18歳に達する者

上記の一般選抜に記載の出願資格を満たし、大学入学共通テスト［2023年1月14日（土）、

15日（日）］において本学部が指定する教科・科目を受験する者

【数　学】 数学Ⅰ，数学Ⅱ，数学Ａ，数学Ｂ

【外国語】 コミュニケーション英語Ⅰ，

コミュニケーション英語Ⅱ，

コミュニケーション英語Ⅲ，

英語表現Ⅰ，英語表現Ⅱ

【数　学】 『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』

【理　科】 「物理基礎」，「化学基礎」，「生物基礎」

から2科目選択または「物理」、「化学」、

「生物」から1科目選択

※複数科目受験した場合は、高得点の1科目を合否判定に使用します。

基礎を付した科目は2科目で1科目として取り扱います。

【外国語】 『英語』（リスニング含む）

試験名称 募集
人員

出願受付
期間

学校推薦型

選抜

(公募制)

2022年

11月1日(火)～

11月10日(木)

(当日消印有効)

11月27日(日) 12月5日(月)

11時

2月10日(金)

11時

2月10日(金)

11時

12月14日(水)

＜1次＞

2月17日(金)

＜2次＞

3月8日(水)

＜1次＞

2月17日(金)

＜2次＞

3月8日(水)

相模原

キャンパス

東京会場※2月1日(水)

1月14日(土)

1月15日(日)

2022年

12月16日(金)～

1月13日(金)

(当日消印有効)

2022年

12月16日(金)～

1月24日(火)

(当日消印有効)

45名

50名

5名

一般選抜

大学入学

共通テスト

利用

試験日 試験会場 合格発表日 入学手続
期限

33,000円 ①小論文 

　［60分・100点］

②面接 

　［10分個人・100点］

③調査書 

　［100点］

④推薦状

①数学 

　［70分・100点］

②外国語 

　［60分・100点］

①数学 

　［200点（素点）］

②理科 

　［100点（素点）］

③外国語 

　［200点（素点）］

33,000円

17,000円

入学検定料 選抜方法 出願資格

（大学入学共通

テスト）

合計500点

※東京会場の詳細は、募集要項（9月に本学受験生サイトにて公開）をご確認ください。
ただし、東京会場における収容定員数の上限を超えた場合、相模原キャンパスを会場として追加します。


