
 
ⅠⅠ  経経済済学学部部，，医医学学部部保保健健学学科科，，情情報報デデーータタ科科学学部部及及びび水水産産学学部部のの募募集集人人員員増増ににつついいてて（（文文部部科科学学省省とと協協議議中中））  

（以下の内容は，概算要求事項のため，変更の可能性があります。なお，決定次第本学ホームページ（入試情報サ

イト）で公表いたします。） 

 

【【経経済済学学部部】】  
経済学部において，募集人員を次のとおり変更します。 

入試区分 
令和５年度 令和４年度 

募集人員 募集人員 

総合型選抜Ⅰ ２０ ５ 

総合型選抜Ⅱ ２５ １０ 

計 ４５ １５ 

 
【【医医学学部部保保健健学学科科】】  

医学部保健学科において，募集人員を次のとおり変更します。 

入試区分 専攻 
令和５年度 令和４年度 

募集人員 募集人員 

一般選抜（前期日程） 理学療法学専攻 ２４ １５ 

学校推薦型選抜Ⅱ 理学療法学専攻 ３ ２ 

計 ２７ １７ 

 
【【情情報報デデーータタ科科学学部部】】  

情報データ科学部において，募集人員を次のとおり変更します。 

入試区分 
令和５年度 令和４年度 

募集人員 募集人員 

一般選抜（前期日程） ７５ ７０ 

学校推薦型選抜Ⅰ ８ ５ 

学校推薦型選抜Ⅱ １２ １０ 

計 ９５ ８５ 

 
【【水水産産学学部部】】  

水産学部において，募集人員を次のとおり変更します。 

入試区分 
令和５年度 令和４年度 

募集人員 募集人員 

学校推薦型選抜Ⅱ     ２５     １５ 

  
  
  
  
  
  
  

令和５年度長崎大学入学者選抜方法等の主な変更点（概要）  
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ⅡⅡ  そそのの他他のの変変更更点点ににつついいてて  
    前前述述ⅠⅠ以以外外のの主主なな変変更更点点はは以以下下ののととおおりりでですす。。  
  
  
【【多多文文化化社社会会学学部部】】  

((11))  募募集集人人員員のの変変更更  

① 一般選抜（後期日程）（募集人員１０人）を廃止します。 

② 新たに学校推薦型選抜Ⅱ（募集人員１０人）を実施します。詳細は５４ページの「（３）学校推薦型選抜【多

文化社会学部】〔学校推薦型選抜Ⅱ〕」を参照してください。 

③ 総合型選抜Ⅰの募集人員を次のとおり変更します。 
＜令和４年度＞ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜令和５年度＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

((22))  合合否否判判定定基基準準のの変変更更  

① 帰国生徒選抜の合否判定基準を次のとおり変更します。 

(旧) (1)～(2) 略 

(新) (1)～(2) 略 

(3) 面接において評価（志望動機を含む意欲・積極性，多文化状況への興味・関心）が著しく低い者につい 

ては，不合格とすることがある。  

② 外国人留学生選抜の合否判定基準を次のとおり変更します。 

(旧) 提出された書類（TOEFL等の成績），日本留学試験の成績及び面接の得点を総合して，高得点順に合格者   

を決定する。 

(新) (1) 提出された書類（TOEFL等の成績），日本留学試験の成績及び面接の得点を総合して，高得点順に合格

者を決定する。 

(2) 合格者の最下位者が同点で複数いる場合，その同点者全員を合格とする。 

(3) 面接において評価（志望動機を含む意欲・積極性，多文化状況への興味・関心）が著しく低い者につい 

ては，不合格とすることがある。 

  
  
  
  
  
  

コース名 

総合型選抜Ⅰ 

一般枠 
グローバル・国際
バカロレア枠 

国際公共政策コース 
社会動態コース 
共生文化コース 
言語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｺｰｽ 

８ ４ 

オランダ特別コース ２ １ 

計 １０ ５ 

コース名 

総合型選抜Ⅰ 

一般枠 
グローバル・国際
バカロレア枠 

国際公共政策コース 
社会動態コース 
共生文化コース 
言語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｺｰｽ 

１０ ２ 

オランダ特別コース ３ 募集停止 

計 １３ ２ 
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【【教教育育学学部部】】  
((11))  募募集集人人員員のの変変更更  

中学校教育コース理系において，一般選抜(前期日程)及び学校推薦型選抜Ⅱの募集人員を次のとおり変更します。 

＜令和４年度＞ 

コース名 一般選抜(前期日程) 学校推薦型選抜Ⅱ 

中学校教育コース理系 １６人 ５人 

 

 

＜令和５年度＞ 

コース名 一般選抜(前期日程) 学校推薦型選抜Ⅱ 

中学校教育コース理系 １４人 ７人 

  

  ((22))  推推薦薦人人員員のの変変更更  

小学校教育コースにおいて，学校推薦型選抜Ⅱの１学校あたりの推薦人員を次のとおり変更します。 

(旧) 学校推薦型選抜Ａ：一般推薦枠「１人とする。」 

(新) 学校推薦型選抜Ａ：一般推薦枠「２人以内とする。」 
 

【【経経済済学学部部】】  
((11))  選選抜抜方方法法のの変変更更  

一般選抜（前期日程）において，「配点Ａ」及び「配点Ｂ」の２つの配点方式で選抜していたものを廃止し， 

配点a及び配点bの配点方式で選抜します。 

＜令和４年度＞ 

大 学 入 学 共 通 テ ス ト ・ 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等 

試験の区分 国語 地歴 公民 数学 理科 外国語 
ペーパー・ 

インタビュー 
調査書 配点合計 

共通テスト 
配点ａ 100 ＊100 100 50 100   450 

配点ｂ 100 ＊50 100 100 100   450 

個別学力検査等 

（注1） 

配点ｃ    150  150 
5 15 320 

配点ｄ 

   200  100 
   100  200 

計 

配点Ａ 

（注2） 

配点ａ-c 
100 

＊100 
250 

50 
250 

5 15 770 
配点ｂ-c ＊50 100 

配点Ｂ 

（注2） 

配点ａ-d 

100 
＊100 300 50 200 

200 300 

配点ｂ-d ＊50 300 100 200 
200 300 

○ 配点に＊印を付してある教科は選択科目を表す。 

（注1）配点ｃについては，数学（100点満点）及び外国語（100点満点）のそれぞれの得点を1.5倍し，合計を300点満点とする。 

配点ｄについては，数学（100点満点）及び外国語（100点満点）のうちいずれか高得点の教科の得点を2倍し，合計を300
点満点とする。 

（注2）配点Ａで110位以内にある者をまず合格者とする。次に，配点Ａの合格者を除いた受験者の中から配点Ｂでの高得点順に合

格者を決定する。 

 

 
＜令和５年度＞ 

大 学 入 学 共 通 テ ス ト ・ 個 別 学 力 検 査 等 の 配 点 等 

試験の区分 国語 地歴 公民 数学 理科 外国語 
ペーパー・ 

インタビュー 調査書 配点合計 

共通テスト 
配点ａ 100 ＊100 100 50 100   450 

配点ｂ 100 ＊50 100 100 100   450 

個別学力検査等    150  150 5 15 320 

計 
配点ａ 

100 
＊100 

250 
50 

250 5 15 770 
配点ｂ ＊50 100 

○ 配点に＊印を付してある教科は選択科目を表す。 

○ 大学入学共通テストの利用教科・科目名は３５ページを参照すること。 
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((22))  社社会会人人選選抜抜のの廃廃止止  

夜間主コースの社会人選抜（募集人員６０人）を廃止します。 

 

((33))  出出願願要要件件及及びび選選抜抜方方法法等等のの変変更更  

総合型選抜Ⅰにおいて，出願要件及び選抜方法等を次のとおり変更します。 

＜令和４年度＞ 

出願要件 

次のいずれかに該当し，合格した場合は入学することを確約できる者 
１．高等学校又は中等教育学校における専専門門教教育育をを主主ととすするる学学科科又又はは総総合合学学科科を令和2年4月以降に卒業した者及び
令和4年3月卒業見込みの者，あるいは特別支援学校の高等部を令和2年4月以降に修了した者及び令和4年3月に修
了見込みの者。ただし，以以下下のの((11))かからら((55))ままででののいいずずれれかかにに該該当当すするる者者ににはは出出願願資資格格ががなないい。。 
(1) 普通科を卒業又は修了した者及び卒業又は修了見込みの者 
(2) 国語を主とする学科，系等において，下表の数学及び英語のすべての科目を履修した者（履修中を含む。） 
(3) 理数を主とする学科，系等において，下表の国語及び英語のすべての科目を履修した者（履修中を含む。） 
(4) 外国語又は国際関係を主とする学科，系等において，下表の国語及び数学のすべての科目を履修した者（履

修中を含む。） 
(5) 専門教育を主とする学科，系等（国語，理数，外国語又は国際関係を主とする学科，系等を除く。）又は

総合学科において，下表の国語，数学及び英語のすべての科目を履修した者（履修中を含む。） 

教科 科     目 

国語 国語総合(又は国語表現)，現代文Ｂ，古典Ｂ(又は古典Ａ)  

数学 数学Ⅰ，数学Ａ，数学Ⅱ，数学Ｂ 

英語 
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 

２．高等専門学校第３年次を令和2年4月以降に修了した者及び令和4年3月修了見込みの者 

選抜方法等 

自己推薦書，諸活動の記録，調査書，課題論文及び個人面接の成績等を総合して合格者を決定する。ただし，第
２次選考において，課題論文又は個人面接のいずれかの点数が著しく低い者については，個別に審査して合否を決
定する。 
１．第１次選考  

自己推薦書，諸活動の記録，調査書等により選考を行う。 
２．第２次選考  

第１次選考に合格した者に対して，課題論文及び個人面接を課し，評価する。 

選抜方法等 

自己推薦書，調査書（調査書が提出できない者については，活動報告書），筆記試験，プレゼンテーション型面
接（口頭試問を含む。）の成績等を総合して合格者を決定する。ただし，第２次選考において，筆記試験又はプレ
ゼンテーション型面接の点数が著しく低い者については，個別に審査して合否を決定する。 
１．第１次選考 

自己推薦書，調査書（または，活動報告書）等により選考を行う。 
２．第２次選考 

第1次選考に合格した者に対して，筆記試験及びプレゼンテーション型面接（口頭試問を含む。）を課し評価する。 
① 筆記試験：高校までの学習を前提とした，論理的に分析・思考して結論を導く能力を問う数理に関する基礎
的な問題を課す。 

② プレゼンテーション型面接（注）：予め提示されたテーマについて，プレゼンテーションを行い，その後，
プレゼンテーションの内容及び提出された書類による質疑応答を行う（20分程度）。 

（注）プレゼンテーションのテーマ及び要領等については，第１次選考合格者への合格通知と併せて送付する。 

  
  
  

  

  
＜令和５年度＞ 

出願要件 

次のいずれかに該当し合格した場合は入学を確約できる者 
１．高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び令和5年3月修了見込みの者 
２．特別支援学校の高等部又は高等専門学校第3年次を修了した者及び令和5年3月修了見込みの者 
３．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令和5年3月31日までに修了見込みの者又はこれ
に準ずる者で文部科学大臣の指定したもの 

４．文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程又は相当する課程を有するものとして認定又は指定した在外教育
施設の当該課程を修了した者及び令和5年3月修了見込みの者 

５．文部科学大臣の指定した者 
６．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（廃止前の
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。）及び令和5年3月31日までに合格見込みの
者で令和5年3月31日までに18歳に達するもの 

７．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，令
和5年3月31日までに18歳に達するもの。 
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((44))  採採点点・・評評価価基基準準のの変変更更  

総合型選抜Ⅰの採点・評価基準を次のとおり変更します。 
(旧) １．第１次選考 

自己推薦書，諸活動の記録，調査書により，コミュニケーション力，学習意欲，主体性，行動力等を
評価する。評価は点数化する。 

２．第２次選考 

課題論文により，基礎的学力，論理的思考力，コミュニケーション力等を評価し，個人面接により，

コミュニケーション力，学習意欲，主体性，行動力等を評価する。評価は点数化する。 
(新) １．第１次選考 

自己推薦書，調査書（調査書が提出できない者については，活動報告書）により，基礎的学力，論理
的思考力，学習意欲，主体性，行動力等を評価する。評価は点数化する。 

２．第２次選考 

筆記試験により，基礎的学力，論理的思考力等を評価し，プレゼンテーション型面接（口頭試問を含

む。）により，論理的思考力，コミュニケーション力，学習意欲，主体性，行動力等を評価する。評

価は点数化する。 

 

((55))  合合否否判判定定基基準準のの変変更更  

① 一般選抜（前期日程）の合否判定基準を次のとおり変更します。 

(旧) (1) 大学入学共通テストと個別学力検査等の総得点により順位づけする。 

(2) 配点Ａで110位以内にある者をまず合格者とする。次に，配点Ａの合格者を除いた受験者の中から配

点Ｂでの高得点順に合格者を決定する。ただし，配点Ａ及びＢにおいて，合格者の最下位者が同点で

複数いる場合，その同点者全員を合格とする。 

(3) ペーパー・インタビューの評価が著しく低い場合には，大学入学共通テスト及び個別学力検査等の成

績にかかわらず，不合格とすることがある。 

(新) (1) 大学入学共通テストと個別学力検査等の総得点により順位づけし，高得点順に合格者を決定する。 

(2) ペーパー・インタビューの評価が著しく低い場合には，大学入学共通テスト及び個別学力検査等の成

績にかかわらず，不合格とすることがある。 

 

  

② 総合型選抜Ⅰの合否判定基準を次のとおり変更します。 
(旧) (1) 課題論文及び個人面接の総得点により順位づけし，高得点順に合格者を決定する。ただし，課題論文

又は個人面接のいずれかの点数が著しく低い者については，個別に審査して合否を決定する。 
(2) 略 

(新) (1) 筆記試験及びプレゼンテーション型面接の総得点により順位づけし，高得点順に合格者を決定する。 

ただし，筆記試験又はプレゼンテーション型面接のいずれかの点数が著しく低い者については，個別

に審査して合否を決定する。 
(2) 略 
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【【医医学学部部医医学学科科】】  
((11))  募募集集人人員員ににつついいてて  
① 地域の医師確保の観点による募集人員 
本学医学部医学科の令和4年度入学定員には，令和4年度までを期限とする文部科学省から認可を受けた暫定的

な増員 25 人が含まれており，その増員には医師不足の深刻な地域の医師確保の観点からの増員（以下，「地域枠
増員」という。）19人が含まれていました。 

この地域枠増員の令和5年度における取扱いについては，暫定的な措置により，概ね現状の増員が維持される可
能性がありますが，現時点では未定となっておりますので，詳細は決まり次第，本学ホームページ（入試情報サイ
ト）でお知らせする予定です。 

なお，この地域枠増員は現在，以下の各入試枠の募集人員に含まれており，その入学者には，各県からの修学資
金貸与が義務付けられています。 
今後，地域枠増員が維持される場合においても，地域枠増員の趣旨に鑑み，以下と同様に地域医療に従事し貢献

する明確な意思を持った方を求めることになりますので，予めお知らせします。 

＜令和4年度時点＞ 

入試枠名 

募集人員 修学資金 

 （うち地域

の医師確保

の観点から

の増員分） 

貸与 

する県 
修学資金名 

医師免許取得後の従事要件及び

年数（貸与金及び利息の返還免除

要件） 

問合せ先 

学校推薦型 

選抜ⅡＢ 

（地域医療特

別枠） 

１５ （１５） 長崎県 
長崎県医学

修学資金 

一定期間（貸与期間の1.5倍），

長崎県病院企業団等に勤務（初

期臨床研修含む）し，その期間

の2分の1以上を離島に勤務 

長崎県福祉保健部

医療人材対策室 

（TEL 095-895-

2421） 

学校推薦型 

選抜ⅡＣ 

（佐賀県枠） 

２ （ ２ ） 佐賀県 
佐賀県医師

修学資金 

貸与期間の2分の3に相当する期

間（1年未満切上げ），佐賀県キ

ャリア形成プログラムの適用を

受け，県内での2年間の初期臨床

研修後，県内の公的医療機関等

の総合診療科，内科，小児科，

外科，産婦人科，脳神経外科，

麻酔科又は救急科等で勤務 

佐賀県健康福祉部

医務課医療人材政

策室 

（TEL 0952-25-

7358） 

学校推薦型 

選抜ⅡＣ 

（宮崎県枠） 

２ （ ２ ） 宮崎県 
宮崎県医師

修学資金 

医療法のキャリア形成プログラ

ム（原則9年間）の適用を受け，

貸与期間の1.5倍の期間，県が指

定する公的医療機関等で勤務

（初期臨床研修含む） 

宮崎県福祉保健部

医療薬務課 

（TEL 0985-26-

7451） 

② 令和 4年度までを期限とする暫定的な増員（地域枠増員除く） 

前述①のとおり，本学医学部医学科の令和4年度入学定員には，令和4年度までを期限とする文部科学省から認

可を受けた暫定的な増員 25 人が含まれていましたが，その増員のうち地域枠増員以外で 6 人の増員が以下の入試

枠に含まれていました。このうち一般選抜（前期日程）増員分の5人については，令和5年度入学定員から廃止と

なり，学校推薦型選抜増員分 1 人についての令和 5 年度における取扱いについては，前述①の地域枠増員同様に，

暫定的な措置により，概ね現状の増員が維持される可能性がありますが，現時点では未定となっておりますので，

詳細は決まり次第，本学ホームページ（入試情報サイト）でお知らせする予定です。 

＜令和4年度時点＞ 

入試枠名 
募集人員 

 （うち暫定的な増員分） 

一般選抜（前期日程） ７６ （５） 

学校推薦型選抜ⅡＤ（グローバルヘルス研究医枠） １０ (１) 
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  ((22))  推推薦薦人人員員のの変変更更  

学校推薦型選抜ⅡＡ及びⅡＢの１学校あたりの推薦人員を次のとおり変更します。 

(旧) 学校推薦型選抜ⅡＡ：学校推薦型選抜ⅡＢと合わせて「６人以内とする。」 

(新) 学校推薦型選抜ⅡＡ：学校推薦型選抜ⅡＢと合わせて「１２人以内とする。」 

 

(旧) 学校推薦型選抜ⅡＢ：学校推薦型選抜ⅡＡと合わせて「６人以内とする。」 

(新) 学校推薦型選抜ⅡＢ：学校推薦型選抜ⅡＡと合わせて「１２人以内とする。」 

 

((33))  合合否否判判定定基基準準のの変変更更  

学校推薦型選抜Ⅱの合否判定基準を次のとおり変更します。 
 (旧) (1)【学校推薦型選抜ⅡＡ／Ｂ】 

①～② 略 
③ 大学入学共通テスト指定教科・科目の総合計の得点率が，原則として80％に満たない場合は不合

格とする。 
また，面接の評価が著しく低い場合には，大学入学共通テスト及び学力検査等の成績にかかわら

ず，不合格とする。 
【学校推薦型選抜ⅡＣ】 

高等学校長等から提出された調査書，推薦書，本人自筆の志望理由書，大学入学共通テストの成績
及び面接の評価を総合して合格者を決定する。 
ただし，大学入学共通テスト指定教科・科目の総合計の得点率が，原則として80％に満たない場合

は不合格とする。 
また，面接の評価が著しく低い場合には，大学入学共通テスト及び学力検査等の成績にかかわらず，

不合格とする。 
【学校推薦型選抜ⅡＤ】 
① 略 
② 大学入学共通テスト指定教科・科目の総合計の得点率が，原則として80％に満たない場合，ある

いは大学入学共通テスト外国語科目の得点率が，原則として85％に満たない場合は不合格とする。 
③ 略 

     (2) 略 
(新) (1)【学校推薦型選抜ⅡＡ／Ｂ】 

①～② 略 
③ 大学入学共通テスト指定教科・科目の総合計の得点率が，原則として75％に満たない場合は不合

格とする。 
また，面接の評価が著しく低い場合には，大学入学共通テスト及び学力検査等の成績にかかわら

ず，不合格とする。 
【学校推薦型選抜ⅡＣ】 

高等学校長等から提出された調査書，推薦書，本人自筆の志望理由書，大学入学共通テストの成績
及び面接の評価を総合して合格者を決定する。 
ただし，大学入学共通テスト指定教科・科目の総合計の得点率が，原則として75％に満たない場合

は不合格とする。 
また，面接の評価が著しく低い場合には，大学入学共通テスト及び学力検査等の成績にかかわらず，

不合格とする。 
【学校推薦型選抜ⅡＤ】 
① 略 
② 大学入学共通テスト指定教科・科目の総合計の得点率が，原則として75％に満たない場合は不合

格とする。 
③ 略 

     (2) 略 

  
【【医医学学部部保保健健学学科科】】  
  合合否否判判定定基基準準のの変変更更  

学校推薦型選抜Ⅱの合否判定基準を次のとおり変更します。 

(旧) (1) 大学入学共通テスト，小論文，面接及び調査書・推薦書・志望理由書の成績を総得点で判定し，合格 

者を決定する。 

 ただし，小論文又は面接のいずれかの得点が著しく低い者については，個別に審査して合否を決定す 

る。 

 また，学校推薦型選抜①：一般推薦枠にあっては，大学入学共通テスト指定教科・科目の総合計の得 

点率が，原則として60％に満たない場合は不合格とする。 

(2) 略 

(新) (1) 大学入学共通テスト，小論文，面接及び調査書・推薦書・志望理由書の成績を総得点で判定し，合格 

者を決定する。 

 ただし，小論文又は面接のいずれかの得点が著しく低い者については，個別に審査して合否を決定す 

る。 

(2) 略 
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【【歯歯学学部部】】  
((11))  採採点点・・評評価価基基準準のの変変更更  

総合型選抜Ⅱの採点・評価基準を次のとおり変更します。 
(旧) １．第１次選考 

略 
２．第２次選考 

個人面接を課し，歯学部ゼミナール，大学入学共通テストの成績，自己推薦書，調査書と併せて総合

機械工学 個人面接（口述試験） アドミッション・ポリシーとともに，本コースの特徴を理解しているか
等を問う。また，分野関心度，論理的な発想の豊かさ等を評価。 

電気電子工学 個人面接（口述試験） 面接では，本コースへの理解度，関心度，志望動機を評価。 

構造工学 個人面接（口述試験） 志望動機，分野関心度，論理的思考力，発想の豊かさ等を総合的に評
価。 

社会環境デザイン工学 
個人面接（口述試験）と
課題作文 

分野関心度，論理的思考力，発想の豊かさ等を問い，志望動機及び適性
を評価。 

化学・物質工学 個人面接（口述試験）と
課題作文 

本コースの特徴を理解しているか等を問う。また，志望動機，分野関心
度，論理的思考，発想の豊かさ，課題解決能力と作文力を評価。 

 

 

＜令和５年度＞ 
コース 形態・内容等 評価事項等 

機械工学 個人面接（口述試験） アドミッション・ポリシーとともに，本コースの特徴を理解しているか
等を問う。また，分野関心度，論理的な発想の豊かさ等を評価。 

電気電子工学 個人面接（口述試験） 面接では，本コースへの理解度，関心度，志望動機を評価。 

構造工学 個人面接（口述試験） 志望動機，分野関心度，論理的思考力，発想の豊かさ等を総合的に評
価。 

社会環境デザイン工学 
個人面接（口述試験）と
課題作文 

分野関心度，論理的思考力，発想の豊かさ等を問い，志望動機及び適性
を評価。 

化学・物質工学 個人面接（口述試験） 本コースの特徴を理解しているか等を問う。また，志望動機，分野関心
度，論理的思考，発想の豊かさ，課題解決能力を評価。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

的に評価する。 
(新) １．第１次選考 

略 
２．第２次選考 

面接を課し，歯学部ゼミナール，大学入学共通テストの成績，自己推薦書，調査書と併せて総合的に

評価する。 

  

((22))  そそのの他他のの変変更更  

総合型選抜Ⅱの面接方法を個人又はグループに変更します。 

  
  
  
【【工工学学部部】】  

((11))  選選抜抜方方法法のの変変更更  

総合型選抜Ⅰ（第２次選考）における適性評価及び基礎学力評価を次のとおり変更します。 

１.適性評価 

＜令和４年度＞ 

コース 形態・内容等 評価事項等 
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２.基礎学力評価 

＜令和４年度＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜令和５年度＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

((22))  帰帰国国生生徒徒選選抜抜のの廃廃止止  

帰国生徒選抜（募集人員若干人）を廃止します。 

  

((33))  採採点点・・評評価価基基準準のの変変更更  

総合型選抜Ⅰの採点・評価基準を次のとおり変更します。 
(旧) １．第１次選考  
     略 

２．第２次選考 
（1）略 
（2）個人面接（口述試験）又は基礎学力テスト（コースによってはそれぞれを組合せる）で，教科に

関する基礎学力や，志望コースの専門分野に関連する理科の科目等の基礎学力を総合的に評価す
る。調査書の各科目の学習成績の状況（評定平均値）も総合評価の参考にする。 

(新) １．第１次選考  
     略 

２．第２次選考 
（1）略 

 （2）基礎学力テスト（筆記試験）で，教科に関する基礎学力や，志望コースの専門分野に関連する理
科の科目等の基礎学力を総合的に評価する。調査書の各科目の学習成績の状況（評定平均値）も
総合評価の参考にする。 

  
  
【【環環境境科科学学部部】】  

  合合否否判判定定基基準準のの変変更更  

一般選抜（後期日程）の合否判定基準を次のとおり変更します。 

(旧) (1)～(2) 略 

      (3) 総得点が著しく低い者は，不合格とすることがある。 

(新) (1)～(2) 略 

   (3) 総得点の得点率が原則として４０％未満の者は不合格とする。 

  

コース 形態・内容等 評価事項等 

機械工学 個人面接（口述試験） 数学（数Ⅰ，数Ａ，数Ⅱ，数Ｂ，数Ⅲ）・物理（物理基礎，物理の「様
々な運動」と「波」）・英語（基礎的英単語，短文和訳）の基礎学力。 

電気電子工学 基礎学力テスト 
数学（数Ⅰ，数Ａ，数Ⅱ，数Ｂ，数Ⅲ）・物理（物理基礎，物理の「様

々な運動」，「電気と磁気」）・英語（基礎的英単語，短文和訳）の基礎
学力。 

構造工学 個人面接（口述試験） 
数学（数Ⅰ，数Ａ，数Ⅱ，数B，数Ⅲ）・物理（物理基礎（熱・波・電

気を除く「物体の運動とエネルギー」），物理「様々な運動」）・英語
（英文和訳）の基礎学力。 

社会環境デザイン工学 基礎学力テスト 
数学（数Ⅰ，数Ａ，数Ⅱ，数Ｂ，数Ⅲ（募集区分Ｂについては数Ⅲを除

く。））・物理（物理基礎の「物体の運動とエネルギー」，物理の「様々
な運動」）・英語の基礎学力。 

化学・物質工学 
個人面接（口述試験）と基礎
学力テスト 

数学（数Ⅰ，数Ａ，数Ⅱ，数Ｂ）・物理（物理基礎，物理）・化学（化
学基礎，化学）・英語（英文和訳，和文英訳，語彙等）の基礎学力。 

コース 形態・内容等 評価事項等 

機械工学 

基礎学力テスト（筆記試験） 

数学（数Ⅰ，数Ａ，数Ⅱ，数Ｂ，数Ⅲ）・物理（物理基礎，物理の「様
々な運動」と「波」）・英語の基礎学力。 

電気電子工学 数学（数Ⅰ，数Ａ，数Ⅱ，数Ｂ，数Ⅲ）・物理（物理基礎，物理の「様
々な運動」，「電気と磁気」）・英語の基礎学力。 

構造工学 
数学（数Ⅰ，数Ａ，数Ⅱ，数B，数Ⅲ）・物理（物理基礎（熱・波・電

気を除く「物体の運動とエネルギー」），物理「様々な運動」）・英語の
基礎学力。 

社会環境デザイン工学 
数学（数Ⅰ，数Ａ，数Ⅱ，数Ｂ，数Ⅲ（募集区分Ｂについては数Ⅲを除

く。））・物理（物理基礎の「物体の運動とエネルギー」，物理の「様々
な運動」）・英語の基礎学力。 

化学・物質工学 
数学（数Ⅰ，数Ａ，数Ⅱ，数Ｂ）・物理（物理基礎，物理）・化学（化

学基礎，化学）・英語の基礎学力。 
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【【水水産産学学部部】】  
((11))  募募集集人人員員のの変変更更  

一般選抜（前期日程）及び一般選抜（後期日程）の募集人員を次のとおり変更します。 

＜令和４年度＞ 

一般選抜（前期日程） 一般選抜（後期日程） 

４５人 ４５人 

 

 

＜令和５年度＞ 

一般選抜（前期日程） 一般選抜（後期日程） 

６０人 ３０人 

  
((22))  選選抜抜方方法法及及びび配配点点のの変変更更  

① 一般選抜（前期日程）において大学入学共通テストの得点による第１段階選抜を廃止し，大学入学共通テスト

の得点と個別学力検査等との総得点で合否を決定することから，大学入学共通テスト及び個別学力検査等の配点

を次のとおり変更します。 

＜令和４年度＞ 

 

 

 

 

 

 

 

* 大学入学共通テストを資格試験的に利用し，大学入学共通テストの得点は合否判定には利用せず，個別学

力検査等の成績のみで判定する。 

 

 

＜令和５年度＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 学校推薦型選抜Ⅱの選抜方法及び配点を次のとおり変更します。 

＜令和４年度＞ 

〇 大学入学共通テスト 50点(注) 

〇 面接（論理的思考能力及び英語能力を問う口述を含む） 150点 

 

 

＜令和５年度＞ 

〇 大学入学共通テスト 50点(注) 

〇 面接（口述（論理的思考能力及び英語能力）は行わない） 100点 

 

 

 

区 分 国語 地歴・公民 数学 理科 外国語 PI 調査書 配点合計 

*共通テスト *200 *100 *200 *200 *200   *900 

個別学力検査等   125 125  20 10 280 

区 分 国語 地歴・公民 数学 理科 外国語 PI 調査書 配点合計 

共通テスト 200 100 200 200 200   900 

個別学力検査等   400 400  80 20 900 

 

注） 国語（200点満点），地歴・公民（100点満点），数学（200点満点），理科（200点満点），外国語（200点

満点）の合計得点（900点満点）を50点満点に換算します。 

 

((33))  出出願願要要件件のの変変更更  

外国人留学生選抜の出願要件を次のとおり変更します。 

(旧) 全学部共通の要件のみ 

(新) 全学部共通の要件を満たし，かつ，TOEFL iBT（Test Date スコアに限る。）又はTOEIC L&R を受験してい

ること（ただし，出願期間最終日から過去2年以内に受験した外国語検定試験に限る。）。 
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((44))  採採点点・・評評価価基基準準のの変変更更  

① 学校推薦型選抜Ⅱの採点・評価基準を次のとおり変更します。 

(旧) 調査書，推薦書，志望理由書等の出願書類を参考に，志望動機，学部への関心，将来展望，高校生活等に

ついて質疑応答及び学力素養に関わる口頭による試問を行い，入学への関心度と学力素養について総合的に

評価する。 

(新) 調査書，推薦書，志望理由書等の出願書類を参考に，志望動機，学部への関心，将来展望，高校生活等に

ついて質疑応答を行い，入学への関心度と学力素養について総合的に評価する。 

 

② 外国人留学生選抜の採点・評価基準を次のとおり変更します。 

(旧) 複数の面接員により行う。提出された書類，日本留学試験の成績を参考に，志望動機，学部への関心，将

来展望等についての質疑応答及び学力素養に関わる口頭による試問を行い，入学への関心度と学力素養につ

いて総合的に評価する。 

(新) 複数の面接員により行う。提出された書類（TOEFL iBT（Test Date スコアに限る。）又はTOEIC L&R の成績

等），日本留学試験の成績を含め，志望動機，学部への関心，将来展望等についての質疑応答を行い，総合

的に評価する。 

 

((55))  合合否否判判定定基基準準のの変変更更  

① 一般選抜（前期日程）の合否判定基準を次のとおり変更します。 

(旧) (1) 大学入学共通テストを資格試験的に利用する。 

(2) 個別学力検査等の総得点で順位を決め，高得点順に合格者とする。 

（大学入学共通テストの得点は合否判定には利用しない。） 

ただし，ペーパー・インタビューの評価が著しく低い場合には，個別学力検査等の成績にかかわらず，

不合格とすることがある。 

(3) 合格者の最下位者が同点で複数いる場合，その同点者全員を合格とする。 

(新) (1) 大学入学共通テストの得点と個別学力検査等の得点との総得点で順位を決め，高得点順に合格者と

する。 

ただし，ペーパー・インタビューの評価が著しく低い場合には，個別学力検査等の成績にかかわらず，

不合格とすることがある。 

(2) 合格者の最下位者が同点で複数いる場合，その同点者全員を合格とする。 

  

② 帰国生徒選抜の合否判定基準を次のとおり変更します。 

(旧) 面接と小論文の双方とも得点率が60％以上の者について，得点の高い順に合格者とする。 

(新) 面接と小論文の双方とも得点率が60％以上の者を対象として，得点の高い順に合格者を決定する。 

 

③ 外国人留学生選抜の合否判定基準を次のとおり変更します。 

(旧) 面接員による評点を合計し，高得点順に並べる。合計点が満点の70％以上の者を対象にして，上位者から

合格者とする。 

(新) 面接の得点率が70％以上の者を対象として，上位者から合格者を決定する。 

 

 

上記以外の入試の詳細は，本冊子の関係ページで確認してください。 
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