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平成１８年度広島大学個別学力検査に係る志願者状況のお知らせ（確定数）

  報道機関各位

平成１８年２月１５日 

国立大学法人 広島大学 

情報化推進部広報課長 

平成１８年度 

広島大学個別学力検査に係る志願者状況のお知らせ

 
　このことについて、確定志願者数を別ページのとおりお知らせいたします。 

　なお、ご参考までに、前年度同時期の志願者状況も併せてお知らせいたします。

（参考） 

○出願期間 

平成１８年１月３０日（月）から２月７日（火）午後５時まで（必着） 

○志願者状況のお知らせ

日時 内容 方法

初日 

1月30日(月)
17時以降 16時30分現在の志願者数

別ページ様式をファ

ックスいたします。

中間日 

2月3日(金)
11時以降 10時現在の志願者数

締切日 

2月7日(火)

11時以降 10時現在の志願者数

16時以降 15時現在の志願者数

2月15日(水) 12時以降

確定志願者数 

（県内・県外別及び現役・浪人別

志願者数を含みます。）

（平成18年度） 確定志願者数 県内・県外別　現役・浪人別

（平成17年度） 確定志願者数 県内・県外別　現役・浪人別

 

【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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