
令和３年度医学部第１次試験の面接試験日が確定しました。

また、「入学者募集要項（18・19頁）」記載の試験会場に変更が生じている場合がありますので、下記を必ずご確認ください。

学力試験日 学力試験場・試験室　（上段） 学力試験場所在地

面接試験日 面接試験場・試験室 （下段） 面接試験場所在地

1月25日 TKP札幌ビジネスセンター赤れんが前・毎日札幌会館（5階） 札幌市中央区北4条西6丁目1番地 011-252-3165

1月26日 〃 〃      〃

1月25日 青森県水産ビル・研修室（6階） 青森市安方1-1-32 017-722-4211

1月26日 青森県水産ビル・小会議室（6階）        〃      〃

1月25日 エスポワールいわて 盛岡市中央通1-1-38 019-623-6251

1月26日        〃        〃      〃

1月25日 宮城県自治会館 仙台市青葉区上杉1-2-3 022-211-2692

2月2日 仙台ビジネスホテル 仙台市青葉区上杉1-4-25      〃

1月25日 秋田県JAビル 秋田市八橋南2-10-16 018-864-2055

1月26日     〃        〃      〃

1月25日 山形県総合研修センター 山形市松波3-7-1 023-622-2743

1月26日 山形県庁 山形市松波2-8-1 023-630-3159

1月25日 ふくしま中町会館 福島市中町7-17 024-522-5123

1月26日        〃        〃      〃

1月25日 茨城県庁 1102・1103会議室（11階） 水戸市笠原町978-6 029-301-3191

2月2日 茨城県庁　1105会議室        〃      〃

1月25日 栃木県庁東館 宇都宮市塙田1-1-20 028-623-3145

1月26日 栃木県庁研修館        〃      〃

1月25日 群馬県庁・291会議室（29階） 前橋市大手町1-1-1 027-226-2540

2月2日 群馬県庁・161会議室（16階）        〃      〃

1月25日 埼玉県県民健康センター さいたま市浦和区仲町3-5-1 048-824-4801

2月2日 埼玉教育会館 さいたま市浦和区高砂3-12-24 048-832-2551

1月25日 ホテルプラザ菜の花 千葉市中央区長洲1-8-1 043-222-8271

1月26日        〃        〃      〃

1月25日 都道府県会館 千代田区平河町2-6-3 03-5320-4441

1月26日      〃        〃      〃

1月25日 ワークピア横浜 横浜市中区山下町24-1 045-664-5252

2月2日 万国橋会議センター 横浜市中区海岸通4-23 045-212-1034

1月25日 新潟県自治会館 新潟市中央区新光町4-1 025-280-5960

2月2日 新潟県庁        〃      〃

1月25日 富山県民会館(7階) 富山市新総曲輪4-18 076-432-3111

1月26日        〃        〃      〃

1月25日 石川県庁・1105会議室（11階） 金沢市鞍月1-1 076-225-1449

1月26日 石川県庁・1103会議室（11階）       〃      〃

1月25日 福井市地域交流プラザ（ＡＯＳＳＡ） 福井市手寄1-4-1 0776-20-1535

2月2日 福井県庁 福井市大手3-17-1 0776-20-0345

1月25日 恩賜林記念館 甲府市丸の内1-5-4 055-237-1595

1月26日      〃        〃      〃

1月25日 長野県自治会館 長野市大字西長野字加茂北143-8 026-232-4923

1月26日 長野県庁 長野市大字南長野字幅下692-2 026-235-7144

1月25日 岐阜県福祉・農業会館大会議室（2階） 岐阜市下奈良2-2-1 058-273-1111

2月2日 岐阜県庁議会東棟第3面会室 岐阜市薮田南2-1-1 058-272-8879

1月25日 静岡県庁・西館 静岡市葵区追手町9-6 054-221-2868

2月2日       〃        〃      〃

1月25日 桜華会館 名古屋市中区三の丸1-7-2 052-201-8076

1月26日 愛知県女性総合センター(ウィルあいち) 名古屋市東区上堅杉町1 052-962-2511

裏面もご確認ください。
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学力試験日 学力試験場・試験室　（上段） 学力試験場所在地

面接試験日 面接試験場・試験室 （下段） 面接試験場所在地

都道府
県　名

電　話　番　号
（内　線）

1月25日 三重県庁・講堂 津市広明町13 059-224-2326

1月26日 三重県吉田山会館内 津市栄町1-891      〃

1月25日 滋賀県庁・新館 大会議室（7階） 大津市京町4-1-1 077-528-3613

2月2日 滋賀県大津合同庁舎・7-B会議室 大津市松本1-2-1      〃

1月25日 京都府医師会館 京都市中京区西ノ京東栂尾町6 075-414-4721

1月26日 京都府庁京都府職員福利厚生センター3階会議室 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町      〃

1月25日 プリムローズ大阪 大阪市中央区大手前3-1-43 06-6941-1231

1月26日        〃            〃      〃

1月25日 県民会館 神戸市中央区下山手通4-16-3 078-321-2131

1月26日 のじぎく会館 神戸市中央区山本通4-22-15 078-242-5355

1月25日 ホテルリガーレ春日野 奈良市法蓮町757-2 0742-22-6021

1月26日          〃          〃      〃

1月25日 ホテルアバローム紀の国 和歌山市湊通丁北2-1-2 073-436-1200

1月26日          〃          〃      〃

1月25日 鳥取県庁・講堂 鳥取市東町1-220 0857-26-7195

1月26日 鳥取県庁・議会棟 第15会議室（3階）        〃      〃

1月25日 サンラポーむらくも 島根県松江市殿町369 0852-21-2670

1月26日        〃          〃      〃

1月25日 岡山コンベンションセンター 岡山市北区駅元町14-1 086-226-7084

1月26日           〃          〃      〃

1月25日 ホテルメルパルク広島 広島市中区基町6-36 082-222-8501

1月26日           〃         〃      〃

1月25日 山口県庁・視聴覚室（1階） 山口市滝町1-1 083-933-2937

1月26日 山口県庁・第二共用会議室（4階）       〃      〃

1月25日 徳島県庁・講堂 徳島市万代町1-1 088-621-2212

1月26日 徳島県庁・会議室       〃      〃

1月25日 香川県庁・会議室（12階） 高松市番町4-1-10 087-832-3321

1月26日        〃       〃      〃

1月25日 愛媛県県民文化会館本館 第8会議室 松山市道後町2-5-1 089-923-5111

1月26日 愛媛県県民文化会館本館 第7会議室        〃      〃

1月25日 高知共済会館 高知市本町5-3-20 088-823-3211

2月2日      〃        〃      〃

1月25日 吉塚合同庁舎・803会議室（8階） 福岡市博多区吉塚本町13-50 092-643-3330

2月2日 福岡県庁・5号会議室（地下1階） 福岡市博多区東公園7-7      〃

1月25日 佐賀県庁・新館 大会議室(11階) 佐賀市城内1-1-59 0952-25-7033

1月26日 佐賀県庁・新館 4号会議室(11階)        〃      〃

1月25日 長崎県庁 313・314会議室(3階) 長崎市尾上町3-1 095-895-2421

1月26日             〃        〃      〃

1月25日 熊本県庁・地下大会議室 熊本市中央区水前寺6-18-1 096-333-2204

1月26日 ホテル熊本テルサ 熊本市中央区水前寺公園28-51 096-387-7777  

1月25日 大分県庁舎・新館 大会議室（14階） 大分市大手町3-1-1 097-506-2658

1月26日 大分県庁舎・本館 101会議室        〃      〃

1月25日 MRT micc・ダイヤモンドホール(2階) 宮崎市橘通西4-6-3 0985-22-1111

1月26日 宮崎県防災庁舎　防71号室（7階） 宮崎市橘通東2-10-1 0985-26-7451

1月25日 鹿児島県市町村自治会館（4階） 鹿児島市鴨池新町7-4 099-206-1010

2月2日 鹿児島県庁行政庁舎7-B-2会議室（7階） 鹿児島市鴨池新町10-1 099-286-2653

1月25日 沖縄県市町村自治会館 那覇市旭町116-37 098-862-8181

1月26日             〃        〃      〃

※試験会場に変更が生じた場合は、本学ホ-ムペ-ジにてお知らせいたします。
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