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趣　　旨
「特待生」として成績優秀者で、他の学生の模範となりえる学生を募集します。

特待生の種類
　⑴　特待生１種：在学中（６年間）の授業料が毎年度70万円となります。

※ 返済義務のない給付型奨学金（入学時298万円、第２～６学年350万円）を支給（授
　 業料減免）します。

　⑵　入学時特待生：入学時（１年間に限り）の授業料が70万円となります。
※ 返済義務のない給付型奨学金（298万円）を支給（授業料減免）します。

特待生１種
　⑴　募集人員　　５名
　⑵　選考方法

2020年度特待生１種選考試験を実施し、大学入試センター試験で本学が利用する３教科の成績と面
接の結果を総合して選考します。

　⑶　申込条件・方法
　　　本学の2020年度センター利用入試を受験する者、または他の入学者選抜試験（編入学試験を除く）

の入学手続完了者。
　　① 本学が実施する2020年度センター利用入試を受験する者は、同時期の特待生１種選考試験を申し込

んでください。センター利用入試の出願書類と特待生１種選考試験申込書を本学入試広報室あてに
提出し、特待生１種選考の面接のみ受けてください。

　　② 本学が実施する2020年度AO入試（Ⅰ期）、公募制推薦入試、指定校推薦入試、校友子女入試、一般
入試の入学手続完了者で、2020年度本学が利用する大学入試センター試験の教科・科目を受験した
者は、特待生１種選考試験申込書のみ本学入試広報室あてに提出し、特待生１種選考の面接のみ受
けてください。

　　③ 同時期、同日に実施するAO入試（Ⅱ期）、一般入試、センター利用入試と一緒に受験できます。
　　④ 特待生１種に選考されなくても、入学時特待生に選考される場合があります。
　　⑤ 2020年度入学時特待生に選考された者で特待生１種を希望する者は、入学手続完了後、特待生１種

選考試験（Ⅱ期・Ⅲ期）を受験してください。特待生１種選考試験申込書を本学入試広報室あてに
提出し、特待生１種選考試験の面接のみ受けてください。

　　⑥ 特待生１種希望者は、下記に示す選考試験のうち、１回のみ受験が可能です。
　⑷　選考試験日程

選考試験 申込期間 試験日 結果発表日

特待生１種
選 考 試 験

Ⅰ　期 2020年１月６日㈪～１月27日㈪ ２月３日㈪または４日㈫ ２月７日㈮
Ⅱ　期 2020年２月10日㈪～２月25日㈫ ２月29日㈯ ３月３日㈫
Ⅲ　期 2020年３月２日㈪～３月13日㈮ ３月17日㈫ ３月19日㈭

　　　※ 特待生１種選考試験（Ⅰ期）の試験日は２日間を設定していますので、いずれか希望する試験日が選択可能です。

　⑸　選考試験会場
本学、東京、大阪、福岡（Ⅰ期のみ）で実施します。試験場所在地は、2020年度学生募集要項の「各
試験場の案内」26・27ページを参照してください。

　⑹　選考料　　無料（各入学試験の入学検定料は必要となります。）
　⑺　時間割・試験科目等
　　① 特待生１種選考試験のみ受験する場合

時間割 試験科目等 備考

集合 9：45

1時限 10：00 ～ 000000 面　　接 個人面接（約10分）



　　② AO入試（Ⅱ期）、一般入試と一緒に受験する場合は、各入学試験の面接時に特待生１種選考試験の
面接を行います。

　⑻　大学入試センター試験の利用する教科・科目
教 科 科　　目 配点

外　国　語 「英語（リスニングは含まない）」 100点
数　　　学 「数学Ⅰ・数学A」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学B」から１科目 100点

理　　　科 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」から２科目、または「物理」「化学」
「生物」から１科目 100点

　　① 「外国語（英語）」において、配点を100点に換算し利用します。
　　② 「数学」について、２科目受験した場合には、高得点の科目を合否判定に使用します。
　　③ 「理科」について、基礎を付した科目は１科目50点満点とし、２科目で100点満点とします。基礎を付さない

科目を２科目受験した場合には、高得点の科目を合否判定に使用します。また、基礎を付した科目２科目と
基礎を付さない科目１科目を受験した場合には、基礎を付した２科目の合計点と基礎を付さない科目の高
得点の科目を合否判定に使用します。

　⑼　選考結果発表および入学手続について
　　　 特待生１種に選考された者には、結果発表日に「特待生１種決定通知」および各入学試験の「合格通知書」

「入学手続要項」を送付しますので、入学手続期間内に手続を完了してください。
　　※ 本学が実施する2020年度AO入試、公募制推薦入試、指定校推薦入試、校友子女入試、一般入試、

センター利用入試の入学手続完了者で特待生１種に選考された者には、結果発表日に「特待生１種
決定通知」および「特待生１種の学生納付金等内訳表」を送付します。後日入学に必要な費用の差
額分を返金します。

選考試験 手続期間

特待生１種選考試験
Ⅰ　期 2020年２月10日㈪　～　２月21日㈮
Ⅱ　期 2020年３月４日㈬　～　３月16日㈪
Ⅲ　期 2020年３月19日㈭　～　３月26日㈭

　⑽　初年度学生納付金等
　　① 学生納付金　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　　　　　　（単位：円）

　　② 上記学生納付金の他に毎年度諸納付金（学生共済費）として23万円、委託徴収会費（蒼穹会費、校
友会費）として15万円（２年目以降は11万円）を徴収します。（初年度の校友会費には入会金の４万円
を含みます。）

　　③ 授業料は前期、後期に分けて納入することができます。
　　④ 初年度に必要な学生納付金等の合計は168万円となります。また、２年目以降の合計は毎年度104万円と

なり、６年間の総額は688万円となります。
　　⑤ 入学を辞退する場合は、2020年３月26日（木）17時までに申し出て所定の手続を経れば、入学金を

除く学生納付金、諸納付金、委託徴収会費は返金します。
　　⑥ 教科書・個人用教材費・実習器材等費用は含まれていません。
　⑾　その他
　　① 特待生１種に対する優遇制度については、進級できずに原級に留まる者は資格を喪失します。また、

学生がその本分に反する行為、または本学の諸規程等に違反する行為を行った場合も同様の扱いと
なります。

　　② 入学時特待生、学業特待生とは重複採用しません。

　　　　　区　分

　項　目

初年度納付金 ２年目以降

入学手続時 2020年10月 年　　額 前期（4月） 後期（10月） 年　　額
入 学 金 600,000 −  600,000 − − −
授 業 料 350,000 350,000 700,000 350,000 350,000 700,000

計 950,000 350,000 1,300,000 350,000 350,000 700,000



入学時特待生
　⑴　募集人員　　10名
　⑵　選考・申込方法
　　① 2020年度一般入試（Ⅰ期・Ⅱ期）、センター利用入試（Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期）の成績優秀者より選考します。

申込は不要です。（選考試験なし）
　　② 2020年度AO入試（Ⅰ期）、公募制推薦入試、指定校推薦入試、校友子女入試の入学手続完了者は、

大学入試センター試験の成績により選考します。Ⅰ期の出願期間中に令和２年度大学入試センター
試験成績請求票のみを本学入試広報室あてに提出してください。（選考試験なし）

　⑶　選考結果発表および入学手続について
　　① 入学時特待生に選考された者には、各入学試験の合格発表日に「入学時特待生決定通知」と各入学

試験の「合格通知書」「入学手続要項」を送付しますので、入学手続期間内に手続を完了してください。
　　② 2020年度AO入試（Ⅰ期）、公募制推薦入試、指定校推薦入試、校友子女入試の入学手続を完了した

者で入学時特待生に選考された者には、「入学時特待生決定通知」と「入学時特待生の学生納付金等
内訳表」を送付します。後日入学に必要な費用の差額分を返金します。

　⑷　その他
　　① 入学時特待生となった学生がその本分に反する行為、または本学の諸規程等に違反する行為を行っ

た場合は資格を取り消します。
　　② 特待生１種とは重複採用しません。

第２学年以降の特待生（学業特待生）について
各学年（第１～５学年）において学業成績および人物が共に優れ、他の学生の模範となりえると認
められた者には、学業特待生として翌年度１年間に限り返済義務のない給付型奨学金（350万円）を
支給（授業料減免）します。（各学年５名）
特待生１種とは重複採用しません。

受験番号
（記入不要）

2020年度特待生１種選考試験申込書

フリガナ

氏　名

選考試験 試　験　日 本学 東京 大阪 福岡

Ⅰ　期
2020 年２月 ３日㈪

2020 年２月 ４日㈫

Ⅱ　期 2020 年 2 月29 日㈯

Ⅲ　期 2020 年 3 月17 日㈫

入学手続を完了した入学試験名とそのときの受験番号をお書きください。

入学試験名（例：AO 入試（Ⅰ期 ）） 受験番号

１. 希望する試験日および試験場の欄に○印をつけてください。

２. ＡＯ入試、推薦入試等の入学手続完了者

　　希望者氏名記入　　　　　　　　　　　年　　月　　日
令和 2 年度大学入試センター試験成績請
求票（私立大学用）を貼付してください。
※本学のセンター利用入試を出願する
場合は、貼付する必要はありません（願
書に貼付してください）。



各 試 験 場 の 所 在 地・交 通

本
学
試
験
場

　　　松本歯科大学
　　　　〒399-0781　長野県塩尻市広丘郷原1780

TEL 0263-52-3100（代）

〔塩尻駅から〕
　　本学まで車を利用した場合約５分、徒歩約25分。
　　本学シャトルバスを運行しています。（日曜日、祭日は運休）

〔長野自動車道塩尻I Cから〕　車で約10分
〔信州まつもと空港から〕　車で約15分

東
京
試
験
場

　　　AP品川アネックス
　　　　〒108-0074　東京都港区高輪３−23−17

品川センタービルディング１階
TEL 03-5798-3109（代）

　●東海道新幹線・ＪＲ東海道線・ＪＲ山手線・ＪＲ京浜東北
　　線・ＪＲ横須賀線・京浜急行線を利用の場合
　　「品川」駅西口（高輪口）より徒歩約３分
　●羽田空港からは京浜急行快特で「品川」駅まで16分

大
阪
試
験
場

　　　クリスタルタワー
　　　　〒540-6020　大阪市中央区城見１−２−27

クリスタルタワー20階
TEL 06-6949-5049

　●JRを利用の場合
　　東西線「大阪城北詰」駅１番出口より徒歩約５分
　　環状線「京橋」駅西口より徒歩約10分
　　環状線「大阪城公園」駅より徒歩約10分
　●京阪電鉄を利用の場合
　　京阪本線「京橋」駅片町口より徒歩約10分
　●地下鉄を利用の場合
　　長堀鶴見緑地線「大阪ビジネスパーク」駅３番出口より徒歩約１分

福
岡
試
験
場

　　　アクア博多　（Ⅰ期のみ）
　　　　〒810-0801　福岡市博多区中洲５−３−８

AQUA HAKATA ３階
TEL 092-263-4770

　●地下鉄を利用の場合
　　福岡市営地下鉄空港線「中洲川端」駅２番出口より徒歩約2分
　　「福岡空港」駅から「中洲川端」駅まで９分
　　「博多」駅から「中洲川端」駅まで３分
　　「天神」駅から「中洲川端」駅まで１分
　●バスを利用の場合
　　西鉄バス「中洲」から徒歩約２分
　　西鉄バス「東中洲」から徒歩約１分

注）東京・大阪・福岡試験場では入試に関する問い合わせには、一切応じません。
問い合わせはすべて本学入試広報室（TEL 0263-54-3210・51-2031）までお願いします。



松本歯科大学入試広報室
〒 399‐0781 長野県塩尻市広丘郷原 1780
電話（0263）54‐3210 ＦＡＸ（0263）53‐3285
ＵＲＬ www.mdu.ac.jp




