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広島大学個別学力検査（後期日程）の合格者数等について

  報道機関各位

平成１８年３月２２日 

国立大学法人 広島大学 

情報化推進部広報課長 

広島大学個別学力検査（後期日程）の合格者数等について

　平成１８年度広島大学個別学力検査（後期日程）の合格者数等を、別紙のとおりお知ら

せいたします。 

※合格者発表日時：３月２２日（水）１２時 

※別紙内訳

資料１　平成１８年度広島大学個別学力検査「後期日程」実施状況

資料２　平成１８年度広島大学入学試験志願者数、受験者数、合格者数

資料３　平成１８年度県内・県外別、卒業見込み・既卒別　合格者数調べ

 

【お問い合わせ先】 

広島大学入学センター　入試課長　細木 

TEL：０８２−４２４−６１７１
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