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1-1-1-01_基本計画書（H27熱帯医学・グローバルヘルス研究科グローバルヘルス専攻修士
課程）

1-1-1-02_基本計画書（H27水産・環境科学総合研究科環境科学専攻博士前期課程）

1-1-1-03_基本計画書（H28医学部収容定員増）

1-1-1-04_基本計画書（H28医歯薬学総合研究科災害・被ばく医療科学共同専攻修士課程）

1-1-1-05_基本計画書（H28医歯薬学総合研究科先進予防医学共同専攻博士課程）

1-1-1-06_基本計画書（H29医学部収容定員増）

1-1-1-07_基本計画書（H30熱帯医学・グローバルヘルス研究科グローバルヘルス専攻博士
後期課程）

1-1-1-08_基本計画書（H30熱帯医学・グローバルヘルス研究科長崎大学-ロンドン大学衛
生・熱帯医学大学院国際連携グローバルヘルス専攻博士後期課程）

1-1-1-09_基本計画書（H30医学部収容定員増）

1-1-1-10_基本計画書（H30多文化社会学研究科多文化社会学専攻修士課程）

1-1-1-11_基本計画書（R2医学部収容定員増）

1-1-1-12_基本計画書（R2情報データ科学部）

1-1-1-13_基本計画書（R2多文化社会学研究科多文化社会学専攻博士後期課程）

1-1-1-14_長崎大学・福島県立医科大学連携協定書

1-1-1-15_長崎大学・福島県立医科大学連携協定書に基づく覚書

1-1-1-16_長崎大学・福島県立医科大学連絡協議会規程

1-1-1-17_長崎大学・福島県立医科大学連絡協議会開催状況

1-1-1-18_千葉大学・金沢大学・長崎大学連携協定書

1-1-1-19_千葉大学・金沢大学・長崎大学連絡協議会規程

1-1-1-20_千葉大学・金沢大学・長崎大学連絡協議会開催状況

1-3-1-01_国立大学法人長崎大学基本規則

1-3-1-02_長崎大学学則

1-3-1-03_長崎大学大学院学則

1-3-1-04_部局長等名簿

1-3-2-01_長崎大学多文化社会学部教授会規程

1-3-2-02_長崎大学教育学部教授会規程

1-3-2-03_長崎大学経済学部教授会規程

1-3-2-04_長崎大学医学部教授会規程

1-3-2-05_長崎大学歯学部教授会規程

1-3-2-06_長崎大学薬学部教授会規程

1-3-2-07_長崎大学情報データ科学部教授会規程

1-3-2-08_長崎大学工学部教授会規程

1-3-2-09_長崎大学環境科学部教授会規程

1-3-2-10_長崎大学水産学部教授会規程
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1-3-2-11_長崎大学大学院多文化社会学研究科教授会規程

1-3-2-12_長崎大学大学院教育学研究科教授会規程

1-3-2-13_長崎大学大学院経済学研究科教授会規程

1-3-2-14_長崎大学大学院工学研究科教授会規程

1-3-2-15_長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科教授会規程

1-3-2-16_長崎大学大学院医歯薬学総合研究科教授会規程

1-3-2-17_長崎大学大学院熱帯医学・グローバルヘルス研究科教授会規程

1-3-3-01_長崎大学教育研究評議会規則

1-3-3-02_長崎大学教育研究評議会構成員名簿

1-3-3-03_長崎大学教務委員会規則

1-3-3-04_長崎大学教務委員会名簿

1-3-3-05_長崎大学研究企画推進委員会規則

1-3-3-06_長崎大学研究企画推進委員会構成員名簿

2-1-1-01_長崎大学における内部質保証に関する基本方針

2-1-1-02_国立大学法人長崎大学における点検及び評価に関する規則

2-1-1-03_長崎大学計画・評価本部規則

2-1-1-04_長崎大学における内部質保証のための自己点検・評価と改善に関するガイドライ
ン

2-1-2-01_長崎大学多文化社会学部評価委員会規程

2-1-2-02_多文化社会学部における内部質保証に係る申合せ事項

2-1-2-03_長崎大学教育学部における教育研究活動の内部質保証に関する委員会内規

2-1-2-04_教育学部における内部質保証に係る申合せ事項

2-1-2-05_長崎大学経済学部・大学院経済学研究科計画・評価委員会規程

2-1-2-06_経済学部における内部質保証に係る申合せ

2-1-2-07_長崎大学医学部学科評価委員会規程

2-1-2-08_長崎大学医学部医学科における内部質保証に係る申合せ

2-1-2-09_医学部保健学科における内部質保証に係る実施要項

2-1-2-10_長崎大学歯学部評価委員会規程

2-1-2-11_長崎大学歯学部における内部質保証に係る申合せ

2-1-2-12_長崎大学薬学部評価委員会規程

2-1-2-13_長崎大学薬学部における内部質保証に係る申合せ事項

2-1-2-14_長崎大学情報データ科学部評価委員会規程

2-1-2-15_情報データ科学部における内部質保証に係る申合せ

2-1-2-16_長崎大学工学部・大学院工学研究科将来計画・評価委員会規程

2-1-2-17_工学部・工学研究科における内部質保証に係る実施要項

2-1-2-18_長崎大学環境科学部評価委員会規程

2-1-2-19_長崎大学環境科学部における内部質保証に関する点検・評価実施要項
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2-1-2-20_長崎大学水産学部評価委員会規程

2-1-2-21_長崎大学水産学部における内部質保証に係る申合せ

2-1-2-22_長崎大学大学院多文化社会学研究科評価委員会規程

2-1-2-23_多文化社会学研究科における内部質保証に係る申合せ事項

2-1-2-24_長崎大学大学院教育学研究科における教育研究活動の内部質保証に関する委員会
内規

2-1-2-25_長崎大学大学院教育学研究科における内部質保証に係る申合せ事項に関する内規

2-1-2-26_経済学研究科における内部質保証に係る申合せ

2-1-2-27_長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科評価委員会規程

2-1-2-28_長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科における内部質保証に係る申合せ

2-1-2-29_長崎大学大学院医歯薬学総合研究科評価委員会規程

2-1-2-30_長崎大学医歯薬学総合研究科における内部質保証に係る申合せ

2-1-2-31_長崎大学大学院熱帯医学・グローバルヘルス研究科評価委員会規程

2-1-2-32_熱帯医学・グローバルヘルス研究科における内部質保証に係る申合せ事項

2-1-2-33_長崎大学教務委員会規則

2-1-2-34_長崎大学教務委員会専門部会規程

2-1-2-35_長崎大学教育開発推進機構規則

2-1-2-36_長崎大学言語教育研究センター規則

2-1-2-37_長崎大学学則（抜粋）

2-1-2-38_長崎大学教養教育履修規程

2-1-2-39_長崎大学における夜間主コースの教養教育の履修に関する規程

2-1-2-40_教養モジュールガイドブック

2-1-2-41_成績評価の分布表（教養教育，2019年度）

2-1-2-44_第8回教務委員会議事要旨・抜粋版（非公表） 非公表

2-1-2-45_教養教育における内部質保証に係る実施要綱

2-1-2-46_教養教育の実施に係る申合せ

2-1-3-01_施設及び設備に関する質保証のための実施要項

2-1-3-02_学生支援に関する質保証のための実施要項

2-1-3-03_学生受入に関する質保証のための実施要項

2-1-3-04_長崎大学環境・施設マネジメント委員会規則

2-1-3-05_長崎大学附属図書館委員会規程

2-1-3-06_長崎大学ICT基盤センター規則

2-1-3-07_長崎大学学生委員会規則

2-1-3-08_長崎大学キャリアセンター規則

2-1-3-09_長崎大学障がい学生支援室規則

2-1-3-10_長崎大学留学生教育・支援センター規則

2-1-3-11_長崎大学入学者選抜規則
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＊資料名をクリックすると資料にアクセスできます。

長崎大学

資料名 備考

2-2-4-01_教育課程に関する関係者からの意見聴取のための実施要項

2-2-4-02_授業アンケート実施要項

2-2-4-03_授業アンケートの実施に関する申合せ

2-2-4-04_学修状況報告（入学時、学年末、卒業時）の実施ガイドライン

2-2-4-05_「卒業生・修了生調査」ガイドライン

2-2-4-06_「就職先等調査」ガイドライン

2-3-1-01_第13回学生生活調査に基づく改善事項

2-3-1-02_第14回学生生活調査に基づく改善事項

2-3-1-03_第15回学生生活調査に基づく改善事項

2-3-1-04_長崎大学工学部工学科構造工学コース自己点検書（概要編）

2-3-1-05_長崎大学工学部工学科構造工学コース自己点検書（自己点検結果編）

2-3-1-06_長崎大学工学部工学科社会環境デザイン工学コース自己点検書（概要編）

2-3-1-07_長崎大学工学部工学科社会環境デザイン工学コース自己点検書（自己点検結果
編）

2-3-1-08_医学教育分野別評価年次報告書2019

2-3-1-09_医学教育分野別評価年次報告書2020

2-3-1-10_薬学教育評価改善報告書

2-3-1-11_教職大学院認証評価に係る改善状況報告書

2-3-1-12_教職大学院認証評価に係る改善状況報告へのコメントに係る改善状況・予定

2-3-1-13_長崎大学水産学部水産学プログラム自己点検書（概要編）

2-3-1-14_長崎大学水産学部水産学プログラム自己点検書（自己点検結果編）

2-3-2-01_第13回学生生活調査報告書

2-3-2-02_第14回学生生活調査報告書

2-3-2-03_第15回学生生活調査報告書

2-3-2-04_2017年度学修状況報告（非公表） 非公表

2-3-2-05_2018年度学修状況報告（非公表） 非公表

2-3-2-06_2019年度学修状況報告（非公表） 非公表

2-3-2-07_2020年度学修状況報告（非公表） 非公表

2-3-2-08_平成26-28年度「学生による授業評価」集計結果（非公表） 非公表

2-3-2-09_2017年度授業アンケート分析（非公表） 非公表

2-3-2-10_2018年度授業アンケート分析（非公表） 非公表

2-3-2-11_2019年度授業アンケート分析（非公表） 非公表

2-3-2-12_2020年度授業アンケート分析（非公表） 非公表

2-3-2-13_卒業生調査結果報告（非公表） 非公表

2-3-2-14_卒業生調査2018（非公表） 非公表

2-3-2-15_教学IR報告書No.1 「学生の学習状況についての大学間比較」(非公表） 非公表

2-3-2-16_教学IR報告書No.2 「1年生と3年生の学習状況」(非公表） 非公表
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＊資料名をクリックすると資料にアクセスできます。

長崎大学

資料名 備考

2-3-2-17_教学IR報告書No.4「卒業生調査2016　学部卒業後１年目と5年目のキャリアと大学評
価」（非公表）

非公表

2-3-2-18_大学IRコンソーシアム学生調査（2016-2017）（非公表） 非公表

2-3-2-19_大学IRコンソーシアム学生調査（2017-2018）（非公表） 非公表

2-3-2-20_環境報告書2016

2-3-2-21_環境報告書2017

2-3-2-22_環境報告書2018

2-3-2-23_環境報告書2019

2-3-2-24_学内管理指標（KPI）一覧

2-3-4-01_長崎大学医学部医学科評価報告書

2-3-4-02_薬学教育評価報告書

2-3-4-03_JABEE技術者教育プログラム認定審査結果報告書（工学部構造工学コース）

2-3-4-04_JABEE技術者教育プログラム認定審査結果報告書（工学部社会環境デザイン工学
コース）

2-3-4-05_JABEE技術者教育プログラム認定審査結果報告書（水産学部水産学プログラム）

2-3-4-06_長崎大学大学院教育学研究科教職実践専攻認証評価結果

2-4-1-01_長崎大学役員会規則

2-4-1-02_H26.4.25役員会議事要録・資料（熱帯医学・グローバルヘルス研究科設置）

2-4-1-03_H26.4.25役員会議事要録・資料（水産・環境科学総合研究科の改組及び環境科学
部の編入学定員の減）

2-4-1-04_H27.4.24役員会議事要録・資料（医歯薬学総合研究科「災害・被ばく医療科学共
同専攻（修士課程）」及び「先進予防医学共同専攻（博士課程）」の設置）

2-4-1-05_H27.9.29役員会議事要録・資料（医学部入学定員の増加）

2-4-1-06_H28.9.27役員会議事要録・資料（医学部入学定員の増加）

2-4-1-07_H29.3.7役員会議事要録・資料（多文化社会学研究科の設置）

2-4-1-08_H29.3.7役員会議事要録・資料（熱帯医学・グローバルヘルス研究科博士後期課
程グローバルヘルス専攻及び国際連携専攻設置）

2-4-1-09_H29.9.26役員会議事要録・資料（医学部入学定員の増加）

2-4-1-10_H31.3.5役員会議事要録・資料（情報データ科学部設置）

2-4-1-11_H31.3.5役員会議事要録・資料（多文化社会学研究科博士後期課程設置）

2-5-1-01_長崎大学教員選考規則（非公表） 非公表

2-5-1-02_長崎大学全学教授等選考委員会規則（非公表） 非公表

2-5-1-03_長崎大学戦略本部等教員選考委員会規則（非公表） 非公表

2-5-1-04_長崎大学人文社会科学域教員選考規程（非公表） 非公表

2-5-1-05_長崎大学人文社会科学域教員の選考に関する内規（非公表） 非公表

2-5-1-06_長崎大学人文社会科学域教員の選考に関する申合せ（非公表） 非公表
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長崎大学

資料名 備考

2-5-1-07_長崎大学人文社会科学域担当教員の資格の基準について（非公表） 非公表

2-5-1-08_長崎大学教育学部教員選考内規（非公表） 非公表

2-5-1-09_長崎大学大学院教育学研究科教員選考内規（非公表） 非公表

2-5-1-10_長崎大学総合生産科学域教員選考規程（非公表） 非公表

2-5-1-11_長崎大学総合生産科学域教員選考に関する内規（非公表） 非公表

2-5-1-12_長崎大学総合生産科学域教員の選考に関する申合せ（非公表） 非公表

2-5-1-13_総合生産科学域担当教員選考に関する基準について（非公表） 非公表

2-5-1-14_長崎大学水産学部教員選考規程（非公表） 非公表

2-5-1-15_長崎大学水産学部教員選考内規（非公表） 非公表

2-5-1-16_長崎大学水産学部教員選考要項（非公表） 非公表

2-5-1-17_長崎大学環境科学部教員選考に関する内規（非公表） 非公表

2-5-1-18_長崎大学生命医科学域教員選考規程（非公表） 非公表

2-5-1-19_長崎大学生命医科学域教員選考に関する内規（非公表） 非公表

2-5-1-20_長崎大学医学部医学科教員選考基準（非公表） 非公表

2-5-1-21_長崎大学生命医科学域（保健学系）教員選考基準に関する申し合わせ（非公表） 非公表

2-5-1-22_長崎大学生命医科域（歯学系）の教授候補に関する申合せ（非公表） 非公表

2-5-1-23_長崎大学生命医科学域（歯学系）の准教授及び助教の候補者選考に関する申合せ（非
公表）

非公表

2-5-1-24_長崎大学生命医科学域（歯学系）の准教授及び助教の候補者選考に関する申合せ第２
条に規定する選考基準（非公表）

非公表

2-5-1-25_長崎大学生命医科学域（薬学系）における准教授等の選考に関する内規（非公表） 非公表

2-5-1-26_長崎大学全学教授等選考委員会に関する様式（非公表） 非公表

2-5-1-27_長崎大学人文社会科学域教員の選考に関する内規（様式）（非公表） 非公表

2-5-1-28_長崎大学人文社会科学域教員の選考に関する申合せ（様式）（非公表） 非公表

2-5-1-29_長崎大学教育学部教員選考内規（様式）（非公表） 非公表

2-5-1-30_長崎大学大学院教育学研究科教員選考内規（様式）（非公表） 非公表

2-5-1-31_長崎大学総合生産科学域教員選考に関する内規（様式）（非公表） 非公表

2-5-1-32_長崎大学総合生産科学域教員の選考に関する申合せ（様式）（非公表） 非公表

2-5-1-33_長崎大学生命医科学域教員選考に関する内規（様式）（非公表） 非公表

2-5-1-34_教員の採用・昇任の状況（過去５年分）（非公表） 非公表

2-5-2-01_長崎大学教員活動状況システム管理規則（非公表） 非公表

2-5-2-02_長崎大学教員等総覧データベース管理規則（非公表） 非公表

2-5-2-03_長崎大学における教員活動状況分析の実施要領（非公表） 非公表

2-5-2-04_大学教員の勤務成績優秀者等の選考基準について（非公表） 非公表

2-5-2-05_大学教員の勤勉手当における勤務成績優秀者等の選考の取扱いについて（非公表） 非公表

2-5-2-06_教員活動状況分析概要（非公表） 非公表

2-5-2-07_教員活動状況分析結果（非公表） 非公表
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＊資料名をクリックすると資料にアクセスできます。

長崎大学

資料名 備考

2-5-2-08_勤務成績優秀者等の選考結果（非公表） 非公表

2-5-2-09_令和２年度教員活動状況分析項目（非公表） 非公表

2-5-3-01_大学教員の勤務成績優秀者等選考結果（非公表） 非公表

2-5-3-03_個人ごとの教員活動分析結果（非公表） 非公表

2-5-3-04_人事給与マネジメント改革の対応（年俸制）（非公表） 非公表

2-5-3-05_部局長等の運営方針説明について（非公表) 非公表

2-5-3-06_令和２年度教員活動状況分析（5．成績不良者に関する検討）（非公表） 非公表

2-5-3-07_第222回教育研究評議会議事要録・抜粋版（非公表） 非公表

2-5-5-01_長崎大学事務組織規則

2-5-5-02_長崎大学事務局事務分掌規程

2-5-5-03_長崎大学人文社会科学域事務部事務分掌規程

2-5-5-04_長崎大学総合生産科学域事務部事務分掌規程

2-5-5-05_長崎大学生命医科学域・研究所事務部事務分掌規程

2-5-5-06_長崎大学附属図書館規則

2-5-5-07_長崎大学における技術専門員及び技術専門職員に関する規程

2-5-5-08_長崎大学における教室系技術職員の組織等に関する要項

2-5-6-01_長崎大学ティーチング・アシスタント取扱規程

2-5-6-02_TA研修会資料

2-5-6-03_TA研修会資料（TAの心得）

2-5-6-04_TA研修会資料（障害のある学生について）

2-5-6-05_TA研修会資料（TA採用における事務手続きについて）

2-5-6-06_TA研修会資料（TA勤務における毎月の事務手続きについて）

2-5-6-07_環境科学部 ティーチング・アシスタント（ＴＡ）マニュアル

2-5-6-08_教育学研究科 ティーチング・アシスタント（ＴＡ）マニュアル

3-1-1-01_財務諸表

3-1-1-02_事業報告書

3-1-1-03_決算報告書

3-1-1-04_監事監査報告書（非公表） 非公表

3-1-1-05_会計監査人会計監査報告書

3-1-2-01_乖離理由説明

3-1-2-02_経常損失理由説明

3-2-1-03_長崎大学経営協議会規則

3-2-1-04_役員・部局長等名簿

3-3-1-01_長崎大学機構図

3-5-1-01_長崎大学監事監査規則

3-5-1-02_監事監査実施基準

3-5-1-03_監事監査計画書（非公表） 非公表
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長崎大学

資料名 備考

3-5-2-01_会計監査人監査計画書（非公表） 非公表

3-5-3-01_長崎大学監査室規程

3-5-3-02_長崎大学内部監査規程

3-5-3-03_内部監査報告書（非公表） 非公表

3-5-4-01_四者協議会メモ（非公表） 非公表

3-6-1-01_教員養成に係る授業科目ホームページ

3-6-1-02_教員養成にかかる授業科目・担当者（多文化社会学部）

3-6-1-03_教員養成にかかる授業科目・担当者（教育学部）

3-6-1-04_教員養成にかかる授業科目・担当者（経済学部）

3-6-1-05_教員養成にかかる授業科目・担当者（工学部）

3-6-1-06_教員養成にかかる授業科目・担当者（環境科学部）

3-6-1-07_教員養成にかかる授業科目・担当者（水産学部）

3-6-1-08_教員養成にかかる授業科目・担当者（多文化社会学研究科）

3-6-1-09_教員養成にかかる授業科目・担当者（教育学研究科）

3-6-1-10_教員養成にかかる授業科目・担当者（経済学研究科・博士前期課程）

3-6-1-11_教員養成にかかる授業科目・担当者（工学研究科）

3-6-1-12_教員養成にかかる授業科目・担当者（水産・環境科学総合研究科）

4-1-3-01_施設の耐震化の状況

4-1-3-04_バリアフリー対応状況図

4-1-3-05_外灯配置図

4-1-3-06_防犯カメラ設置状況（非公表） 非公表

4-1-3-07_長崎大学施設老朽化対策状況

4-1-3-08_施設の老朽化対応状況図

4-1-4-01_学術情報基盤実態調査（コンピュータ及びネットワーク編）

4-1-5-01_学術情報基盤実態調査（大学図書館編）

4-2-1-01_長崎大学学生相談支援等協議会規程

4-2-1-02_学生何でも相談室に関する申合せ

4-2-1-03_ピア・サポート実施要項

4-2-1-04_学生相談の流れ図

4-2-1-05_学生相談支援等協議会構成員及び学生何でも相談員名簿

4-2-1-06_長崎大学キャリアセンター規則

4-2-1-07_長崎大学キャリアセンター運営委員会委員名簿

4-2-1-08 キャリアセンター案内

4-2-1-09_R2年度キャリア相談・模擬面接利用状況

4-2-1-10_長崎大学保健センター規則

4-2-1-11_カウンセラーによる支援体制

4-2-1-12_保健・医療推進センター利用状況
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長崎大学

資料名 備考

4-2-1-13_学生メンタルヘルス相談件数

4-2-1-14_ハラスメント苦情相談流れ図

4-2-1-15_長崎大学におけるハラスメントの防止等に関する規則

4-2-1-16_ハラスメント防止ガイドライン

4-2-1-17 ハラスメント相談員・カウンセラー名簿

4-2-1-18_学生生活案内

4-2-1-19_長崎大学HP学生生活各種相談

4-2-1-20_学生何でも相談室カード

4-2-1-21_学生何でも相談室及びピア・サポート相談件数

4-2-3-01_オリエンテーション配布資料

4-2-5-01_（長崎大学HP)日本学生支援機構奨学金

4-2-5-02_（長崎大学HP)民間財団・地方公共団体奨学金一覧

4-2-5-03_日本学生支援機構奨学金　年間スケジュール

4-2-5-04_留学生奨学金一覧（非公表） 非公表

4-2-5-05_トビタテ！官民協働海外留学支援制度2021年度前期（第14期）募集について

4-2-5-06_JASSO 学習奨励費（就職支援特別枠）の大学推薦応募申請について

4-2-5-07_私費外国人留学生奨学金大学推薦応募申請について

4-2-5-08_【学部】日本学生支援機構奨学金　令和２年度貸与実績

4-2-5-09_【大学院】日本学生支援機構奨学金　令和２年度貸与実績

4-2-5-10_JASSO学習奨励費支給状況

4-2-5-11_JASSO協定派遣・受入支給状況

4-2-5-12_長崎大学独自の奨学金支給実績一覧

4-2-5-13_多文化社会学部における海外短期留学奨学金の給付に関する内規

4-2-5-14_長崎大学海外留学奨学金制度実施要領

4-2-5-15_長崎大学医学部奨学金規程

4-2-5-16_長崎大学医学部研究医コース奨学金要領

4-2-5-17_長崎大学医学部等留学生に対する前田小枝子記念奨学金支給要領

4-2-5-18_「葉國璽」私費外国人留学生奨学金支給要項

4-2-5-19_「葉国璽」私費外国人留学生奨学金に関する取扱基準

4-2-5-20_田添グローバル交流推進基金奨学金制度に関する申合せ

4-2-5-21_平成３１年４月以降入学工学研究科博士前期課程国際水環境工学コース外国人留
学生に対する奨学金給付要項

4-2-5-22_長崎大学大学院工学研究科グリーンシステム創成科学専攻研究奨励金規程

4-2-5-23_長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科海洋フィールド生命科学専攻研究奨励
金規程

4-2-5-24_井上満治医学研究奨励基金について

4-2-5-25_長崎大学入学時給付奨学金規程
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長崎大学

資料名 備考

4-2-5-26_長崎大学研究奨励金制度実施要領

4-2-5-27_長崎大学大学院医歯薬学総合研究科（医学系）研究奨励金制度に関する申合せ

4-2-5-28_長崎大学大学院医歯薬学総合研究科（歯学系）研究奨励金制度に関する申合せ

4-2-5-29_長崎大学大学院医歯薬学総合研究科（薬学系）特別研究奨励金制度に関する申合
せ

4-2-5-30_長崎百合野病院・江崎辰男海外留学支援基金について

4-2-5-31_新型コロナウイルス感染症の影響等による困窮医学科生に対する生活支援金の給
付について

4-2-5-32_医療実習中の行動制限に起因する生活困窮への支援について

4-2-5-33_多文化社会学部における新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的流行を
受けた中長期留学学生への災害支援金の給付に関する申合せ

4-2-5-34_長崎大学大学院工学研究科博士前期課程社会環境デザイン工学コース奨学金給付
要項

4-2-5-35_長崎大学大学院工学研究科博士前期課程社会環境デザイン工学コース奨学金に関
する取扱い

4-2-5-36_社会環境デザイン工学コース災害支援金の給付に関する申合せ

4-2-5-37_多文化社会学部及び多文化社会学研究科海外インターンシップにおける奨励金の
給付に関する申合せ

4-2-5-38_環境科学部における海外短期留学奨学金の給付に関する内規

4-2-5-39_長崎大学原爆後障害医療研究所奨学金内規

4-2-5-40_情報データ科学部における外国人留学生入学時の来日渡航費用の給付に関する申
合せ

4-2-5-41_長崎大学地方創生活動支援金要項

4-2-5-42_長崎大学入学料，授業料及び寄宿料の免除等に関する規程

4-2-5-43_長崎大学入学料，授業料及び寄宿料免除者等選考細則

4-2-5-44_長崎大学入学料、授業料及び寄宿料免除者選考取扱要領

4-2-5-45_長崎大学卓越した学生に対する授業料免除に関する規程

4-2-5-46_長崎大学大規模災害による被災学生に対する入学料，授業料及び寄宿料の免除等
の特例措置に関する規程

4-2-5-47_給与所得者の所得計算式等

4-2-5-48_学業成績基準（学部）

4-2-5-49_学業成績基準（大学院）

4-2-5-50_（委員会資料）春季入学料免除（非公表） 非公表

4-2-5-51_（委員会資料）秋季入学料免除（非公表） 非公表

4-2-5-52_（委員会資料）前期授業料免除（非公表） 非公表

4-2-5-53_（委員会資料）後期授業料免除（非公表） 非公表

4-2-5-54_コロナによる家計急変（前期授業料免除）（非公表） 非公表
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長崎大学

資料名 備考

4-2-5-55_コロナによる家計急変（後期授業料免除）（非公表） 非公表

4-2-5-56_長崎大学国際学寮ホルテンシア規則

4-2-5-57_国際学寮ホルテンシア入居案内について

4-2-5-58_国際学寮ホルテンシアの入居状況について

4-2-5-59_長崎大学国際交流会館規則

4-2-5-60_国際交流会館案内

4-2-5-61_国際交流会館利用状況

4-2-A-01_長崎大学ヘルシーキャンパス・プロジェクト概要

4-2-A-02_長崎大学ヘルシーキャンパスキックオフイベント

4-2-A-03_長崎県ながさきヘルシーアワード（優良事例表彰）

5-1-1-01_全学共通_アドミッションポリシー

5-1-1-02_多文化社会学部_アドミッションポリシー・ディプロマポリシー・カリキュラム
ポリシー

5-1-1-04_経済学部_アドミッションポリシー

5-1-1-05_医学部医学科_アドミッションポリシー

5-1-1-06_医学部保健学科_アドミッションポリシー・ディプロマポリシー・カリキュラム
ポリシー

5-1-1-07_歯学部_アドミッションポリシー

5-1-1-08_薬学部薬学科_アドミッションポリシー

5-1-1-09_薬学部薬科学科_アドミッションポリシー

5-1-1-10_情報データ科学部_アドミッションポリシー・ディプロマポリシー・カリキュラ
ムポリシー

5-1-1-11_工学部_アドミッションポリシー

5-1-1-12_水産学部_アドミッションポリシー

5-1-1-13_環境科学部_アドミッションポリシー

5-1-1-14_多文化社会学研究科_博士前期課程_アドミッションポリシー・ディプロマポリ
シー・カリキュラムポリシー

5-1-1-15_多文化社会学研究科_博士後期課程_アドミッションポリシー・ディプロマポリ
シー・カリキュラムポリシー

5-1-1-16_教育学研究科_アドミッションポリシー

5-1-1-17_経済学研究科_経済経営政策_アドミッションポリシー・ディプロマポリシー・カ
リキュラムポリシー

5-1-1-18_経済学研究科_経営意思決定_アドミッションポリシー・ディプロマポリシー・カ
リキュラムポリシー

5-1-1-19_医歯薬学総合研究科_生命薬科学_アドミッションポリシー・ディプロマポリ
シー・カリキュラムポリシー

5-1-1-20_医歯薬学総合研究科_災害・被ばく医療科学共同_アドミッションポリシー
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5-1-1-21_医歯薬学総合研究科_博士・博士後期_アドミッションポリシー・ディプロマポリ
シー・カリキュラムポリシー

5-1-1-22_医歯薬学総合研究科_保健学_アドミッションポリシー・ディプロマポリシー・カ
リキュラムポリシー

5-1-1-23_工学研究科_総合工学_アドミッションポリシー・ディプロマポリシー・カリキュ
ラムポリシー

5-1-1-24_工学研究科_生産システム工学_アドミッションポリシー・ディプロマポリシー・
カリキュラムポリシー

5-1-1-25_工学研究科_グリーンシステム創成科学_アドミッションポリシー・ディプロマポ
リシー・カリキュラムポリシー

5-1-1-26_水産・環境科学総合研究科_環境科学_アドミッションポリシー

5-1-1-27_水産・環境科学総合研究科_環境海洋資源学_アドミッションポリシー・ディプロ
マポリシー・カリキュラムポリシー

5-1-1-28_水産・環境科学総合研究科_海洋フィールド生命科学_アドミッションポリシー・
ディプロマポリシー・カリキュラムポリシー

5-1-1-29_水産・環境科学総合研究科_水産学専攻_アドミッションポリシー・ディプロマポ
リシー・カリキュラムポリシー

5-1-1-30_熱帯医学・グローバルヘルス研究科_博士前期課程_アドミッションポリシー・
ディプロマポリシー・カリキュラムポリシー

5-1-1-31_熱帯医学・グローバルヘルス研究科_博士後期課程_アドミッションポリシー・
ディプロマポリシー・カリキュラムポリシー

5-1-1-32_教育学部_アドミッションポリシー

5-2-1-01_面接の実施に関する基本的在り方（入試課）（非公表） 非公表

5-2-1-02_多文化社会学部 一般選抜（前期日程）実施計画書等（非公表） 非公表

5-2-1-03_多文化社会学部 総合型選抜Ⅰ面接要領（非公表） 非公表

5-2-1-04_多文化社会学部 帰国生徒・外国人留学生選抜面接要領等（非公表） 非公表

5-2-1-05_多文化社会学部 一般選抜（前期日程）面接要領等（非公表） 非公表

5-2-1-06_教育学部 面接実施要領（教育学部）（非公表） 非公表

5-2-1-07_教育学部 総合型選抜Ⅱ 実施計画書（教育学部）（非公表） 非公表

5-2-1-08_教育学部 総合型選抜Ⅱ 面接（自己表現を含む）要領（教育学部）（非公表） 非公表

5-2-1-09_教育学部 学校推薦型選抜Ⅱ 実施計画書（教育学部）（非公表） 非公表

5-2-1-10_教育学部 外国人留学生入試実施計画書（教育学部）（非公表） 非公表

5-2-1-11_経済学部 総合型選抜Ⅰ（第2次選考）採点要領（経済学部）（非公表） 非公表

5-2-1-12_経済学部 総合型選抜Ⅱ（第2次選考）採点要領（経済学部）（非公表） 非公表

5-2-1-13_経済学部 総合型選抜Ⅰ（第2次選考）面接要領（経済学部）（非公表） 非公表

5-2-1-14_経済学部 総合型選抜Ⅱ（第2次選考）面接要領（経済学部）（非公表） 非公表

5-2-1-15_経済学部 外国人留学生選抜採点要領（経済学部）（非公表） 非公表
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5-2-1-16_経済学部 外国人留学生選抜面接要領（経済学部）（非公表） 非公表

5-2-1-17_経済学部 学校推薦型選抜採点要領（経済学部）（非公表） 非公表

5-2-1-18_経済学部 学校推薦型選抜面接要領（経済学部）（非公表） 非公表

5-2-1-19_経済学部 社会人選抜11月採点要領（経済学部）（非公表） 非公表

5-2-1-20_経済学部 社会人選抜11月面接要領（経済学部）（非公表） 非公表

5-2-1-21_経済学部 社会人入試3月採点要領（経済学部）（非公表） 非公表

5-2-1-22_経済学部 社会人入試3月面接要領（経済学部）（非公表） 非公表

5-2-1-23_医学医学科 一般入試（前期日程） 面接実施計画書（医学部医学科）（非公表） 非公表

5-2-1-24_医学部医学科 前期面接要領（医学部医学科）（非公表） 非公表

5-2-1-25_医学部医学科 面接評価票（前期）記入要領（医学部医学科）（非公表） 非公表

5-2-1-26_医学部医学科 合否判定基準（前期）（医学部医学科）（非公表） 非公表

5-2-1-27_医学部医学科 推薦入試における面接・調査書等の評価方法等 合否判定基準について
（医学部医学科）（非公表）

非公表

5-2-1-28_医学部医学科 推薦面接（日本語）要領（医学部医学科）（非公表） 非公表

5-2-1-29_医学部医学科 推薦面接（英語）要領（医学部医学科）（非公表） 非公表

5-2-1-30_医学部医学科 面接評価票（推薦）日本語記入要領（医学部医学科）（非公表） 非公表

5-2-1-31_医学部医学科 面接評価票（推薦）英語_記入要領（医学部医学科）（非公表） 非公表

5-2-1-32_医学部医学科 面接を行うための留意事項（医学部医学科）（非公表） 非公表

5-2-1-33_医学部医学科 外国人留学生入試の配点，面接の評価方法等 合否判定基準について
（医学部医学科）（非公表）

非公表

5-2-1-34_医学部保健学科 令和3年度一般選抜（前期日程）面接要項（医学部保健学科）（非公
表）

非公表

5-2-1-35_医学部保健学科 令和3年度一般選抜（後期日程）面接要項（医学部保健学科）（非公
表）

非公表

5-2-1-36_医学部保健学科 令和3年度学校推薦型選抜Ⅱ面接要領（医学部保健学科）（非公表） 非公表

5-2-1-37_医学部保健学科 令和3年度社会人選抜面接要領（医学部保健学科）（非公表） 非公表

5-2-1-38_医学部保健学科 令和3年度第3年次編入学試験面接要領（医学部保健学科）（非公
表）

非公表

5-2-1-39_歯学部 学校推薦型選抜Ⅱ個人面接（歯学部）（非公表） 非公表

5-2-1-40_歯学部 一般選抜（前期日程）外国人留学生実施要項（歯学部）（非公表） 非公表

5-2-1-41_歯学部 一般入試（後期日程）実施要項（歯学部）（非公表） 非公表

5-2-1-42_歯学部 学校推薦型選抜Ⅱ実施計画書（歯学部）（非公表） 非公表

5-2-1-43_歯学部 外国人留学生入試実施計画書（歯学部）（非公表） 非公表

5-2-1-44_薬学部 薬学科後期日程入試面接要領、採点要領（薬学部）（非公表） 非公表

5-2-1-45_薬学部 後期日程入試面接要領、採点要領（薬学部）（非公表） 非公表

5-2-1-46_薬学部 外国人留学生入試面接要領、採点要領（薬学部）（非公表） 非公表

5-2-1-47_薬学部 薬学科及び薬科学科推薦入試面接要領、採点要領（薬学部）（非公表） 非公表
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5-2-1-48_薬学部 薬学科及び薬科学科外国人留学生入試面接要領・採点要領（薬学部）（非公
表）

非公表

5-2-1-49_情報データ科学部 一般選抜（前期日程，後期日程）合否判定基準（情報データ科学
部）（非公表）

非公表

5-2-1-50_情報データ科学部 学校推薦型選抜Ⅰ面接要領，合否判定基準（情報データ科学部）
（非公表）

非公表

5-2-1-51_情報データ科学部 学校推薦型選抜Ⅱ合否判定基準（情報データ科学部）（非公表） 非公表

5-2-1-52_情報データ科学部 外国人留学生選抜合否判定基準（情報データ科学部）（非公表） 非公表

5-2-1-53_工学部 外国人留学生選抜面接要領等_02（工学部電気電子工学コース）（非公表） 非公表

5-2-1-54_工学部 帰国子女入試面接要領等_06（工学部化学物質工学コース）（非公表） 非公表

5-2-1-55_工学部 外国人留学生選抜_01（工学部機械工学コース）（非公表） 非公表

5-2-1-56_工学部 外国人留学生入試面接要領等_03（工学部情報工学コース）（非公表） 非公表

5-2-1-57_工学部 外国人留学生選抜面接要領等_04（工学部構造工学コース）（非公表） 非公表

5-2-1-58_工学部 外国人留学生選抜面接要領等_05（工学部社会環境デザイン工学コース）（非
公表）

非公表

5-2-1-59_工学部 外国人留学生選抜面接要領等_06（工学部化学物質工学コース）（非公表） 非公表

5-2-1-60_工学部 総合型選抜Ⅰ面接要領（工学部機械工学コース）（非公表） 非公表

5-2-1-61_工学部 総合型選抜Ⅰ面接要領（工学部電気電子工学コース）（非公表） 非公表

5-2-1-62_工学部 総合型選抜Ⅰ面接要領（工学部工学科社会環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ工学コース）（非公
表）

非公表

5-2-1-63_工学部 総合型選抜Ⅰ面接要領（工学部化学物質工学コース）（非公表） 非公表

5-2-1-64_工学部 学校推薦型選抜Ⅱ 面接要領等（工学部機械工学コース）（非公表） 非公表

5-2-1-65_工学部 学校推薦型選抜Ⅱ 面接要領等（工学部電気電子工学コース）（非公表） 非公表

5-2-1-66_工学部 学校推薦型選抜Ⅱ 面接要領等（工学部構造工学コース）（非公表） 非公表

5-2-1-67_工学部 学校推薦型選抜Ⅱ 面接要領等（工学部社会環境デザイン工学コース）（非公
表）

非公表

5-2-1-68_工学部 学校推薦型選抜Ⅱ 面接要領等（工学部化学・物質工学コース）（非公表） 非公表

5-2-1-69_工学部 AO入試Ⅰ面接要領等_04（工学部構造工学コース）（非公表） 非公表

5-2-1-70_工学部 AO入試Ⅰ面接要領等_03（工学部情報工学コース）（非公表） 非公表

5-2-1-71_工学部 AO入試Ⅱ面接要領等_03（工学部情報工学コース）（非公表） 非公表

5-2-1-72_工学部 総合型選抜Ⅰ合否判定要領_第2次選考（非公表） 非公表

5-2-1-73_工学部 学校推薦型選抜Ⅱ合否判定要領（非公表） 非公表

5-2-1-74_工学部 外国人留学生選抜合否判定要領（非公表） 非公表

5-2-1-75_工学部 総合型選抜Ⅰ選考基準（工学部機械工学コース）（非公表） 非公表

5-2-1-76_工学部 総合型選抜Ⅰ選考基準（工学部電気電子工学コース）（非公表） 非公表

5-2-1-77_工学部 総合型選抜Ⅰ選考基準（社会環境デザインコース）（非公表） 非公表

5-2-1-78_工学部 総合型選抜Ⅰ選考基準（工学部化学物質工学コース）（非公表） 非公表
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5-2-1-79_環境科学部（R3 一般選抜 後期面接要領）（環境科学部）（非公表） 非公表

5-2-1-80_環境科学部（R3 学校推薦型選抜 面接要領）（環境科学部）（非公表） 非公表

5-2-1-81_環境科学部（R3外国人留学生選抜 面接要領）（環境科学部）（非公表） 非公表

5-2-1-82_環境科学部（R3編入学試験面接要領）（環境科学部）（非公表） 非公表

5-2-1-83_水産学部 一般選抜（後期日程）面接要領（水産学部）（非公表） 非公表

5-2-1-84_水産学部 総合型選抜Ⅰ面接要領（水産学部）（非公表） 非公表

5-2-1-85_水産学部 学校推薦型選抜面接要領（水産学部）（非公表） 非公表

5-2-1-86_水産学部 帰国生徒選抜面接要領（水産学部）（非公表） 非公表

5-2-1-87_水産学部 外国人留学生選抜面接要領（水産学部）（非公表） 非公表

5-2-1-88_多文化社会学研究科 博士前期課程入試面接要領（多文化社会学研究科）（非公表） 非公表

5-2-1-89_多文化社会学研究科 様式５ 面接採点シート（多文化社会学研究科）（非公表） 非公表

5-2-1-90_教育学研究科 （教科授業実践コース）面接評価シート（教育学研究科）（非公表） 非公表

5-2-1-91_経済学研究科 博士前期課程入試面接要領（経済学研究科）（非公表） 非公表

5-2-1-92_経済学研究科 博士後期課程面接要領（経済学研究科）（非公表） 非公表

5-2-1-93_工学研究科_1. 面接要領等（推薦・外国人）（工学研究科（博士前期）機械工学コー
ス）（非公表）

非公表

5-2-1-94_工学研究科_2. 面接要領等（推薦・外国人）（工学研究科（博士前期）電気電子工学
コース）（非公表）

非公表

5-2-1-95_工学研究科_3. 面接要領等（一般・推薦・外国人）（工学研究科（博士前期）情報工
学コース）（非公表）

非公表

5-2-1-96_工学研究科_4. 面接要領等（推薦・外国人）（工学研究科（博士前期）構造工学コー
ス）（非公表）

非公表

5-2-1-97_工学研究科_5. 面接要領等（一般・推薦・外国人）（工学研究科（博士前期）社会環
境デザイン工学コース）（非公表）

非公表

5-2-1-98_工学研究科_6. 面接要領等（推薦）（工学研究科（博士前期）化学・物質工学コー
ス）（非公表）

非公表

5-2-1-99_工学研究科_7. 面接要領等（工学研究科（博士前期）国際水環境工学コース）（非公
表）

非公表

5-2-1-100_工学研究科_8. 面接要領等（工学研究科（博士後期）生産システム工学専攻)(非公
表)

非公表

5-2-1-101_工学研究科_9. 面接要領等（工学研究科（博士課程）グリーンシステム創成科学専
攻)（非公表）

非公表

5-2-1-102_水産・環境科学総合研究科 環境科学専攻（面接要項　一般・社会人・外国人）（水
産環境）（非公表）

非公表

5-2-1-103_水産・環境科学総合研究科 環境科学専攻（面接要項　推薦入試）（水産環境）（非
公表）

非公表

5-2-1-104_水産・環境科学総合研究科 博士前期課程 水産学専攻 一般入試（１期） 実施計画
書（水産環境）（非公表）

非公表
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5-2-1-105_水産・環境科学総合研究科 博士前期課程 水産学専攻 一般入試（２期） 実施計画
書（水産環境）（非公表）

非公表

5-2-1-106_水産・環境科学総合研究科 博士前期課程 水産学専攻 外国人留学生入試 実施計画
書（水産環境）（非公表）

非公表

5-2-1-107_水産・環境科学総合研究科 博士課程　海洋フィールド生命科学専攻入試 実施計画
書（水産環境）（非公表）

非公表

5-2-1-108_医歯薬学総合研究科 新興感染症病態制御学系選考（リーディング）面接試験要領
（非公表）

非公表

5-2-1-109_医歯薬学総合研究科 先進予防医学共同専攻 面接試験要領（非公表） 非公表

5-2-1-110_医歯薬学総合研究科 修士課程 保健学専攻 面接要領（非公表） 非公表

5-2-1-111_医歯薬学総合研究科 修士課程 保健学専攻 面接要領【追加募集】（非公表） 非公表

5-2-1-112_医歯薬学総合研究科 災害・被ばく医療科学共同専攻 面接試験要領（非公表） 非公表

5-2-1-113_熱帯医学・グローバルヘルス研究科_01_MTM_面接試験実施要領（一般・留学生）
（非公表）

非公表

5-2-1-114_熱帯医学・グローバルヘルス研究科_01_MTM_社会人_面接試験実施要領（非公表） 非公表

5-2-1-115_熱帯医学・グローバルヘルス研究科_01_MTM合否判定基準_一般・留学生（非公表） 非公表

5-2-1-116_熱帯医学・グローバルヘルス研究科_01_MTM社会人特別選抜_合否判定基準（非公
表）

非公表

5-2-1-117_熱帯医学・グローバルヘルス研究科_02_MPH_面接試験実施要領（一般入試）（非公
表）

非公表

5-2-1-118_熱帯医学・グローバルヘルス研究科_02_MPH_社会人_面接試験実施要領（一般入試）
（非公表）

非公表

5-2-1-119_熱帯医学・グローバルヘルス研究科_02_MPH合否判定基準_一般（非公表） 非公表

5-2-1-120_熱帯医学・グローバルヘルス研究科_03_MSc_社会人_面接試験実施要領（非公表） 非公表

5-2-1-121_熱帯医学・グローバルヘルス研究科_03_MPH_面接試験実施要領（留学生）（非公
表）

非公表

5-2-1-122_熱帯医学・グローバルヘルス研究科_02_MPH社会人特別選抜_合否判定基準（非公
表）

非公表

5-2-1-123_熱帯医学・グローバルヘルス研究科_03_MPH合否判定基準_留学生（非公表） 非公表

5-2-1-124_熱帯医学・グローバルヘルス研究科_04_MSc_面接試験実施要領（一般・留学生）
（非公表）

非公表

5-2-1-125_熱帯医学・グローバルヘルス研究科_04_MSc合否判定基準_一般・留学生（非公表） 非公表

5-2-1-126_熱帯医学・グローバルヘルス研究科_02_MSc社会人特別選抜_合否判定基準（非公
表）

非公表

5-2-1-127_熱帯医学・グローバルヘルス研究科_博士後期課程GH専攻_合否判定基準（非公表） 非公表

5-2-1-128_長崎大学学力・実技等検査科目別委員会規程（入試課）（非公表） 非公表

5-2-1-129_長崎大学入学者選抜実施規程（入試課）（非公表） 非公表

5-2-1-130_個別学力検査問題点検委員に関する申合せ（入試課）（非公表） 非公表
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5-2-1-131_個別学力検査実施要項（入試課）（非公表） 非公表

5-2-1-132_実施本部 一般選抜実施計画書（入試課）（非公表） 非公表

5-2-1-133_渡日前入試の実施に向けた実施要項（入試課）（非公表） 非公表

5-2-1-134_個別学力検査における「不測の事態」に対する取扱要領（入試課）（非公表） 非公表

5-2-1-135_面接を行うための留意事項（入試課）（非公表） 非公表

5-2-1-136_多文化社会学部 一般選抜（後期日程）実施計画書等（多文化社会学部）（非公表） 非公表

5-2-1-137_多文化社会学部 総合型選抜Ⅰ実施計画書等（多文化社会学部）（非公表） 非公表

5-2-1-138_多文化社会学部 帰国生徒・外国人留学生選抜実施計画書（多文化社会学部）（非公
表）

非公表

5-2-1-139_教育学部 一般選抜（前期日程）実施計画書（教育学部）（非公表） 非公表

5-2-1-140_教育学部 一般入試（後期日程）実施計画書（教育学部）（非公表） 非公表

5-2-1-141_経済学部 一般選抜（前期日程）実施計画書（経済学部）（非公表） 非公表

5-2-1-142_経済学部 一般選抜（後期日程）実施計画書（経済学部）（非公表） 非公表

5-2-1-143_経済学部 総合型選抜Ⅰ（第2次選考）実施計画書（経済学部）（非公表） 非公表

5-2-1-144_経済学部 総合型選抜Ⅱ（第2次選考）実施計画書（経済学部）（非公表） 非公表

5-2-1-145_経済学部 学校推薦型選抜Ⅰ実施計画書（経済学部）（非公表） 非公表

5-2-1-146_経済学部 外国人留学生選抜実施計画書（経済学部）（非公表） 非公表

5-2-1-147_経済学部 社会人選抜（11月期）実施計画書（経済学部）（非公表） 非公表

5-2-1-148_経済学部 社会人選抜（3月期）実施計画書（経済学部）（非公表） 非公表

5-2-1-149_医学部医学科 一般入試（前期日程）実施計画書（医学部医学科）（非公表） 非公表

5-2-1-150_医学部医学科 推薦選抜実施計画書（医学部医学科）（非公表） 非公表

5-2-1-151_医学部保健学科 一般選抜（前期日程)実施計画書（医学部保健学科）（非公表） 非公表

5-2-1-152_医学部保健学科 一般選抜（後期日程)実施計画書（医学部保健学科）（非公表） 非公表

5-2-1-153_医学部保健学科 学校推薦型選抜Ⅱ実施計画書（医学部保健学科）（非公表） 非公表

5-2-1-154_医学部保健学科 令和3年度社会人選抜及び第3年次編入学試験実施要項（医学部保健
学科）（非公表）

非公表

5-2-1-155_歯学部（前期日程）実施計画書（歯学部）（非公表） 非公表

5-2-1-156_歯学部（後期日程）実施計画書（歯学部）（非公表） 非公表

5-2-1-157_薬学部 一般入試（前期日程）実施計画書（薬学部）（非公表） 非公表

5-2-1-158_薬学部 一般入試（後期日程）実施計画書（薬学部）（非公表） 非公表

5-2-1-159_薬学部 学校推薦入試Ⅱ実施計画書（薬学部）（非公表） 非公表

5-2-1-160_薬学部 外国人留学生入試実施計画書（薬学部）（非公表） 非公表

5-2-1-161_情報データ科学部一般選抜（前期日程）実施計画書（情報データ科学部）（非公
表）

非公表

5-2-1-162_情報データ科学部一般選抜（後期日程）実施計画書（情報データ科学部）（非公
表）

非公表

5-2-1-163_情報データ科学部学校推薦型選抜Ⅰ実施計画書（情報データ科学部）（非公表） 非公表
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5-2-1-164_情報データ科学部学校推薦型選抜Ⅱ実施計画書（情報データ科学部）（非公表） 非公表

5-2-1-165_情報データ科学部外国人留学生選抜実施計画書（情報データ科学部）（非公表） 非公表

5-2-1-166_工学部 一般選抜（前期日程）実施計画書（工学部）（非公表） 非公表

5-2-1-167_工学部 一般選抜（後期日程）実施計画書（工学部）（非公表） 非公表

5-2-1-168_工学部 帰国子女入試実施計画書（工学部）（非公表） 非公表

5-2-1-169_工学部 外国人留学生選抜実施計画書（工学部）（非公表） 非公表

5-2-1-170_工学部 学校推薦型Ⅱ実施計画書（工学部）（非公表） 非公表

5-2-1-171_工学部 総合型選抜Ⅰ（第2次）実施計画書（工学部）（非公表） 非公表

5-2-1-172_環境科学部（R3一般選抜実施計画書（前期）監督者用）（環境科学部）（非公表） 非公表

5-2-1-173_環境科学部（R3一般選抜実施計画書（後期）監督者用）（環境科学部）（非公表） 非公表

5-2-1-174_環境科学部（R3学校推薦型選抜 【結合】実施計画書）（環境科学部）（非公表） 非公表

5-2-1-175_環境科学部（R3外国人留学生選抜【結合】実施計画書）（環境科学部）（非公表） 非公表

5-2-1-176_環境科学部_令和3年度第3年次編入学試験実施計画書（環境科学部）（非公表） 非公表

5-2-1-177_水産学部 一般選抜（前期日程）実施計画書（水産学部）（非公表） 非公表

5-2-1-178_水産学部 一般選抜（後期日程）実施計画書（水産学部）（非公表） 非公表

5-2-1-179_水産学部 総合型選抜Ⅰ実施計画書（水産学部）（非公表） 非公表

5-2-1-180_水産学部 学校推薦型選抜Ⅰ実施計画書（水産学部）（非公表） 非公表

5-2-1-181_水産学部 帰国生徒選抜実施計画書（水産学部）（非公表） 非公表

5-2-1-182_水産学部 外国人留学生選抜実施計画書（水産学部）（非公表） 非公表

5-2-1-183_多文化社会学研究科 博士前期課程入学試験（9月期）実施計画書（多文化社会学研
究科）（非公表）

非公表

5-2-1-184_多文化社会学研究科 博士前期課程入学試験（2月期）実施計画書（多文化社会学研
究科）（非公表）

非公表

5-2-1-185_多文化社会学研究科 博士後期課程入学試験2021年度実施計画書（多文化社会学研究
科）（非公表）

非公表

5-2-1-186_教育学研究科 専門職学位課程 教職実践専攻 一般入試（1次募集） 実施計画書（教
育学研究科）（非公表）

非公表

5-2-1-187_教育学研究科 専門職学位課程 教職実践専攻 一般入試（2次募集） 実施計画書（教
育学研究科）（非公表）

非公表

5-2-1-188_経済学研究科 博士前期課程 経済経営政策専攻 一般・一般社会人・派遣社会人・外
国人留学生入試 実施計画書（経済学研究科）（非公表）

非公表

5-2-1-189_経済学研究科 博士前期課程 経済経営政策専攻 一般・一般社会人・派遣社会人・外
国人留学生入試 2次募集　実施計画書（経済学研究科）（非公表）

非公表

5-2-1-190_経済学研究科 博士後期課程 経営意思決定専攻 一般社会人入試（1次募集）実施計
画書（経済学研究科）（非公表）

非公表

5-2-1-191_工学研究科 博士前期課程 総合工学専攻 6コース 一般入試【夏期】実施計画書（工
学研究科）（非公表）

非公表
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5-2-1-192_工学研究科 博士前期課程 総合工学専攻 社会環境デザイン工学コース 一般入試
【冬期】実施計画書（工学研究科）（非公表）

非公表

5-2-1-193_工学研究科 博士前期課程 総合工学専攻 国際水環境工学コース 外国人留学生入試
【6月期】実施計画書（工学研究科）（非公表）

非公表

5-2-1-194_工学研究科 博士前期課程 総合工学専攻 国際水環境工学コース 外国人留学生入試
【11月期】実施計画書（工学研究科）（非公表）

非公表

5-2-1-195_工学研究科 博士前期課程 総合工学専攻 機械・電気・情報・構造・社会環境デザイ
ン工学コース 外国人留学生入試 実施計画書（工学研究科）（非公表）

非公表

5-2-1-196_工学研究科 博士前期課程 総合工学専攻 6コース 推薦入試 実施計画書（工学研究
科）（非公表）

非公表

5-2-1-197_工学研究科 博士後期課程 生産システム工学専攻 一般・社会人・外国人・進学者選
考【夏期】実施計画書（工学研究科）（非公表）

非公表

5-2-1-198_工学研究科 博士後期課程 生産システム工学専攻 社会人・外国人・進学者選考【冬
期】実施計画書（工学研究科）（非公表）

非公表

5-2-1-199_工学研究科 博士課程 グリーンシステム創成科学専攻 一般入試 実施計画書（工学
研究科）（非公表）

非公表

5-2-1-200_工学研究科 博士課程 グリーンシステム創成科学専攻 外国人留学生入試 実施計画
書（工学研究科）（非公表）

非公表

5-2-1-201_水産・環境科学総合研究科 博士前期課程 水産学専攻 推薦入試 実施計画書（水産
環境）（非公表）

非公表

5-2-1-202_水産・環境科学総合研究科 博士前期課程 環境科学専攻 一般・外国人留学生入試
【9月期】実施計画書（水産環境）（非公表）

非公表

5-2-1-203_水産・環境科学総合研究科 博士前期課程 環境科学専攻 一般・外国人留学生入試
【12月期】実施計画書（水産環境）（非公表）

非公表

5-2-1-204_水産・環境科学総合研究科 博士前期課程　環境科学専攻 推薦・一般・外国人留学
生入試【7月期】実施計画書（水産環境）（非公表）

非公表

5-2-1-205_水産・環境科学総合研究科 令和2年10月入学 博士後期課程実施計画書 7月期募集
（水産環境）（非公表）

非公表

5-2-1-206_水産・環境科学総合研究科 令和3年4月入学 博士後期課程実施計画書 10月期募集
（水産環境）（非公表）

非公表

5-2-1-207_水産・環境科学総合研究科 令和3年4月入学  博士後期課程実施計画書 2月期募集
（水産環境）（非公表）

非公表

5-2-1-208_水産・環境科学総合研究科 令和３年4月入学 博士後期課程実施計画書２月期募集
（水産環境）（非公表）

非公表

5-2-1-209_水産・環境科学総合研究科 令和３年４月入学 博士後期課程実施計画書 10月期（水
産環境）（非公表）

非公表

5-2-1-210_水産・環境科学総合研究科 令和2年10月入学 博士後期課程実施計画書 7月期募集
（水産環境）（非公表）

非公表
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5-2-1-211_医歯薬学総合研究科【修士課程】災害・被ばく医療科学共同専攻入学試験（５月募
集）実施計画書（医歯薬学総合研究科）（非公表）

非公表

5-2-1-212_医歯薬学総合研究科【修士課程】災害・被ばく医療科学共同専攻入学試験（７月募
集）実施計画書（医歯薬学総合研究科）（非公表）

非公表

5-2-1-213_医歯薬学総合研究科【修士課程】災害・被ばく医療科学共同専攻入学試験（11月募
集）実施計画書（医歯薬学総合研究科）（非公表）

非公表

5-2-1-214_医歯薬学総合研究科 修士課程 災害・被ばく医療科学共同専攻 外国人留学生入試
（5月期） 実施計画書（医歯薬学総合研究科）（非公表）

非公表

5-2-1-215_医歯薬学総合研究科 修士課程 保健学専攻 実施計画書（医歯薬学総合研究科）（非
公表）

非公表

5-2-1-216_ 医歯薬学総合研究科 修士課程 保健学専攻 実施計画書（追加募集）（医歯薬学総
合研究科）（非公表）

非公表

5-2-1-217_医歯薬学総合研究科 博士前期課程 生命薬科学専攻 一般・外国人留学生入試（8月
期） 実施計画書（医歯薬学総合研究科）（非公表）

非公表

5-2-1-218_医歯薬学総合研究科 博士・博士後期課程 4専攻・１専攻 一般・社会人・外国人留
学生・進学者選考（7月期） 実施計画書（医歯薬学総合研究科）（非公表）

非公表

5-2-1-219_医歯薬学総合研究科 博士・博士後期課程 4専攻・１専攻 一般・社会人・外国人留
学生・進学者選考（1月期） 実施計画書（医歯薬学総合研究科）（非公表）

非公表

5-2-1-220_熱帯医学・グローバルヘルス研究科_01_2021（2月期）入学試験実施計画書（TMGH）
（非公表）

非公表

5-2-1-221_熱帯医学・グローバルヘルス研究科 博士後期課程 グローバルヘルス専攻 社会人・
外国人留学生入試 実施計画書（TMGH）（非公表）

非公表

5-2-1-222_熱帯医学・グローバルヘルス研究科 博士前期課程 グローバルヘルス専攻 外国人留
学生入試【７月期追加】 実施計画書（TMGH）（非公表）

非公表

5-2-1-223_令和３年度入学者選抜要綱（入試課）（非公表） 非公表

5-2-2-01_長崎大学多文化社会学部に置く各種委員会に関する内規（多文化社会学部）（非公
表）

非公表

5-2-2-02_長崎大学教育部入試広報委員会内規 （教育学部）（非公表） 非公表

5-2-2-03_長崎大学経済学部における各種委員会内規（経済学部）（非公表） 非公表

5-2-2-04_長崎大学医学部医学科における各種委員会内規（医学部医学科）（非公表） 非公表

5-2-2-05_長崎大学医学部保健学科各種委員会内規（医学部保健学科）（非公表） 非公表

5-2-2-06_長崎大学歯学部における各種委員会内規（歯学部）（非公表） 非公表

5-2-2-07_長崎大学薬学部における各種委員会に関する内規（薬学部）（非公表） 非公表

5-2-2-08_長崎大学情報データ科学部各種委員会内規（情報データ科学部）（非公表） 非公表

5-2-2-09_長崎大学工学部における各種委員会に関する内規（工学部）（非公表） 非公表

5-2-2-10_長崎大学水産学部各種委員会内規（水産学部）（非公表） 非公表

5-2-2-11_長崎大学環境科学部各種委員会内規（環境科学部）（非公表） 非公表

20 / 27 



付録２　根拠資料一覧

＊資料名をクリックすると資料にアクセスできます。

長崎大学

資料名 備考

5-2-2-12_長崎大学多文化社会学研究科に置く各種委員会に関する内規（多文化社会学研究科）
（非公表）

非公表

5-2-2-13_長崎大学大学院教育学研究科入学試験委員会内規（教育学研究科）（非公表） 非公表

5-2-2-14_長崎大学大学院経済学研究科運営委員会内規（経済学研究科）（非公表） 非公表

5-2-2-15_長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科入試委員会内規（水産・環境科学総合研究
科）（非公表）

非公表

5-2-2-16_長崎大学大学院医歯薬学総合研究科各種委員会等に関する内規（医歯薬学総合研究
科）（非公表）

非公表

5-2-2-17_熱帯医学・グローバルヘルス研究科委員会内規（熱帯医学・グローバルヘルス研究
科）（非公表）

非公表

5-2-2-18_R1第1回大学院入学者選抜委員会議事要旨（入試課）（非公表） 非公表

5-2-2-19_R2第1回大学院入学者選抜委員会議事要旨（入試課）（非公表） 非公表

5-2-2-20_R2第4回入学者選抜委員会議事要旨（入試課）（非公表） 非公表

5-2-2-21_R2第6回入学者選抜委員会議事要旨（入試課）（非公表） 非公表

5-2-2-22_R2第7回入学者選抜委員会議事要旨（入試課）（非公表） 非公表

5-2-2-23_R2第8回入学者選抜委員会議事要旨（入試課）（非公表） 非公表

5-2-2-24_R2第9回入学者選抜委員会議事要旨（入試課）（非公表） 非公表

5-2-2-25_令和２年度第２回入学者選抜委員会・資料４ 2020大問分析（非公表） 非公表

5-2-2-26_令和２年度第６回入学者選抜委員会・追加資料２ 進研模試結果①（非公表） 非公表

5-2-2-27_令和２年度第６回入学者選抜委員会・追加資料３ 進研模試結果②（非公表） 非公表

5-2-2-28_令和２年度第９回入学者選抜委員会・資料４ 令和３年度長崎大学入学者選抜の総括
について（非公表）

非公表

5-2-2-29_令和２年度第４回入学者選抜委員会・資料７ 令和４年度入学者選抜の変更点につい
て（医学部保健学科における募集人員の変更）（非公表）

非公表

5-2-2-30_令和２年度第７回入学者選抜委員会・資料４ 令和４年度長崎大学入学者選抜方法の
変更について（非公表）

非公表

5-2-2-31_令和２年度第８回入学者選抜委員会・追加資料 医学部医学科ゼミナール入試につい
て（非公表）

非公表

5-2-2-32_令和２年度第９回入学者選抜委員会・資料１ （歯学部）令和４年度長崎大学入学者
選抜方法の変更について（非公表）

非公表

5-2-2-33_令和２年度第９回入学者選抜委員会・資料２－１ （多文化社会学部）令和５年度入
学者選抜方法等の変更（予告）について（非公表）

非公表

5-2-2-34_令和２年度第９回入学者選抜委員会・資料２－２ （経済学部）令和5年度入学者選抜
方法等の変更（予告）について（非公表）

非公表

5-2-2-35_令和２年度第９回入学者選抜委員会・資料２－３ （工学部）令和５年度入学者選抜
方法等の変更（予告）について（非公表）

非公表

5-2-A-01  2017年度入学者選抜試験における面接実施に関するFD開催要領

5-2-A-02  大学入学者選抜改革に対応する高校トライアルテストの実施報告
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5-3-1-01_学生募集広報活動資料

5-3-1-02_工学研究科グリーンシステム創成科学専攻追加募集要項

5-3-1-03_生命薬科学専攻（博士後期課程）_募集要項抜粋版（4月追加募集・H29.4月入
学）

5-3-1-04_「グリーンサイエンスの研究拠点形成を志向した研究者育成事業フェローシッ
プ」に関する資料

5-3-1-05_役員会資料(非公表） 非公表

5-3-1-06_学外研究の周知（募集要項　抜粋）

5-3-1-07_大学院工学研究科 フェローシップ（HP掲載分）

5-3-1-08_入試説明会　資料

5-3-1-09_入試説明会ポスター

5-3-1-10_卒業生講演会，薬学フォーラム

5-3-1-11_大学院オリエンテーションスライド抜粋

5-3-1-12_【HP掲載】水産・環境科学総合研究科海洋フィールド生命科学専攻募集停止

6-2-1-01_(00)全学共通アドミッションポリシー・ディプロマポリシー・カリキュラムポリ
シー

6-2-1-02_(00)教育課程方針について

6-2-1-02_(00)長崎大学成績評価ガイドライン

6-2-2-03_(05)シラバス「小児看護学」

6-2-2-04_(05)シラバス「成人看護学実習Ⅰ」

6-2-2-05_(05)詳細シラバス「成人看護学総合演習」、ルーブリック「成人看護学実習Ⅰ」（非
公表）

非公表

6-2-2-06_(05)保健学科カリキュラムマップ

6-2-2-07_(05)保健学科カリキュラム概念図・カリキュラムツリー

6-3-1-01_(00)教養教育学生便覧（教養教育）

6-3-1-02_(00)学部モジュールをのぞいた教養教育科目（教養教育）

6-3-1-03_(00)教養教育シラバス（非公表） 非公表

6-3-1-04_(05)医学部保健学科カリキュラム概念図

6-3-1-05_(05)医学部保健学科カリキュラムマップ

6-3-1-06_(05)医学部保健学科科目ナンバリングコード・開設科目一覧

6-3-1-07_(08)情報データ科学部カリキュラムマップ

6-3-1-08_(08)情報データ科学部カリキュラムツリー

6-3-1-09_(08)情報データ科学部ナンバリングコード一覧

6-3-1-10_(08)情報データ科学部開設科目一覧

6-3-1-11_(12)多文化社会学研究科博士前期課程カリキュラムマップ

6-3-1-12_(12)多文化社会学研究科博士後期課程カリキュラムマップ

6-3-1-13_(12)多文化社会学研究科博士前期課程カリキュラムツリー
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長崎大学

資料名 備考

6-3-1-14_(12)多文化社会学研究科博士後期課程カリキュラムツリー

6-3-1-15_(12)多文化社会学研究科博士前期課程・博士後期課程ナンバリングコード一覧

6-3-1-16_(12)多文化社会学研究科博士前期課程・博士後期課程開設授業科目一覧

6-3-1-17_(05)医学部保健学科シラバス（非公表） 非公表

6-3-1-18_(08)情報データ科学部シラバス（非公表） 非公表

6-3-1-19_(12)多文化社会学研究科シラバス（非公表） 非公表

6-3-1-20_(03)カリキュラムマップ・ツリー_経済学部

6-3-1-21_(14)カリキュラムマップ・ツリー_経済学研究科

6-3-1-23_(13)教育学研究科カリキュラムツリー（HP掲載）

6-3-2-01_(12)多文化社会学研究科（修士課程）の自己点検・評価報告書

6-3-2-02_(05)保健学科会議記録(2021.2.16)カリキュラム関係（非公表） 非公表

6-3-2-03_(05)保健学科カリキュラム改訂ワーキング議事概要（非公表） 非公表

6-3-2-04_(05)（国際科目）シラバス「グローバリゼーションと健康」

6-3-2-05_(05)シラバス「医療と社会Ⅱ」

6-3-2-06_(05)シラバス「医療英語」、資料再掲：シラバス「グローバリゼーションと健
康」）

6-3-2-07_(05)医学部保健学科カリキュラム表2021（医療と社会Ⅱ）

6-3-3-01_(00)長崎大学教養教育履修規程

6-3-3-02_(05)長崎大学医学部規程

6-3-3-03_(05)医学部保健学科学生の手引

6-3-3-04_(08)長崎大学情報データ科学部規程

6-3-3-05_(08)情報データ科学部学生便覧

6-3-3-06_(12)長崎大学大学院多文化社会学研究科規程

6-3-3-07_(12)多文化社会学研究科2021年度履修案内

6-3-4-01_(12)長崎大学大学院多文化社会学研究科学位審査規程

6-3-4-02_(12)多文化社会学研究科における研究指導体制に関する申合せ

6-3-4-03_(12)多文化社会学研究科博士前期課程学位審査に伴う論文発表会及び論文提出等
に関する取扱要領

6-3-4-04_(12)多文化社会学研究科博士後期課程学位審査に伴う論文発表会及び論文提出等
に関する取扱要領

6-3-4-05-(12)_卓越大学院プログラムに係る研究指導体制

6-3-4-06_(12)多文化社会学研究科博士前期課程・研究指導計画書

6-3-4-07-(12)多文化社会学研究科博士後期課程・研究指導計画書

6-3-4-08_(12)修士論文中間構想発表会・成果発表会及び博士後期課程中間発表会

6-3-4-09_(12)千葉大学大学院人文公共学府等の間における学生交流に関する協定書

6-3-4-10_(12)多文化社会学研究科学外アドバイザー制度に関する申合せ
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＊資料名をクリックすると資料にアクセスできます。

長崎大学

資料名 備考

6-3-4-11_(12)研究倫理に関する指導が確認できる資料（履修案内（抜粋））（多文化社会
学研究科）

6-3-4-12_(12)研究倫理に関する指導が確認できる資料（オリエンテーション）（多文化社
会学研究科）

6-3-4-13_(12)多文化社会学研究科ティーチング・アシスタントの採用に関する申合せ

6-3-4-14_(12)多文化社会学研究科リサーチ・アシスタントの採用に関する申合せ

6-3-4-15_(12)多文化社会学研究科 令和2年度TA・RA採用実績

6-3-4-17_(00)研究科における研究指導計画の明示について

6-3-A-01_(01)_英語カフェのご案内

6-3-A-01_(03)_国際ビジネス（plus）プログラムパンフレット

6-3-A-01_(07)大学間連携事業の事後評価結果（2016年度）

6-3-A-01_(13)_長崎大学大学院教育学研究科管理職養成コースパンフレット

6-3-A-01_(14)_長崎大学大学院経済学研究科概要

6-3-A-01_(15)_令和2年度工学研究科 若手研究者の国際会議発表支援の取り決め

6-3-A-01_(17) 文部科学省大学の世界展開力強化事業「ロシアとの大学間交流形成支援」
取組概要

6-3-A-01_(18)　ＣＨＯＨＯ Ｖｏｌ.66（冬季号：2019年1月発行）pp15-16

6-3-A-02_(08)在宅医療・福祉コンソーシアム開講講座（2019年度）

6-3-A-02_(15)_令和2年度_国際会議発表支援_一覧表

6-3-B-01_(03)_ビジネス実践力育成プログラムパンフレット

6-3-B-01_(15)_長崎大学HP News(2018．10.18)

6-3-B-01_(17) 2016年度「生き生きと働く実践力のある助産師キャリアアッププログラ
ム」成果報告書

6-3-B-02_(15)_長崎大学大学院工学研究科研究概要集(連携部門）

6-3-B-02_(17) 長崎県助産師会1_WHC研修-eラーニング研修リーフレット

6-3-C-01_(15)_「グリーンサイエンスの研究拠点形成を志向した研究者育成事業フェロー
シップ」に関する資料

6-3-C-01_(17) 文部科学省多様な新ニーズに対応する「がん専門医療人材（がんプロ
フェッショナル）養成プラン」_中間評価報告書

6-4-1-01_(00)学年歴・年間スケジュール （教養教育）

6-4-1-02_(05)医学部保健学科学年歴

6-4-1-03_(08)情報データ科学部授業及び定期試験日程

6-4-1-04_(12)多文化社会学研究科学事カレンダー

6-4-3-03_(12)多文化社会学研究科履修案内

6-4-3-05_(00)学部（研究科）における授業実施方法の確認に関する申合せ

6-4-3-06_(00)シラバスの記載内容の確認について

6-4-A-01_(01)_学部紹介（オランダ特別コース）
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長崎大学

資料名 備考

6-4-A-01_(04)_シラバス（5年次授業計画）

6-4-A-01_(06)_長崎大学歯学部学部案内2021（p.5)

6-4-A-01_(09)　Syllabus-技術英語Ⅱ_機械工学コース

6-4-A-01_(10)_「2019年度 環境フィールドスクール」の実施状況等

6-4-A-01_(17) 博士課程新興感染症病態制御学系専攻リーディング大学院プログラム概要

6-4-A-01_(18) 長期海外研修について

6-4-A-02_(04)_シラバス（6年次授業計画）

6-4-A-02_(09)　Syllabus-技術英語Ⅰ_構造工学コース

6-4-A-03_(09)　210402_2020卒研着手者TOEIC分析用

6-4-B-01_(09)　Syllabus-グローバルセミナーA

6-4-B-02_(09)　Syllabus-グローバルセミナーB

6-4-C-01_(09)　履修の手引（R3）（第3章）

6-5-1-01_(00)教養教育実施に関する申し合わせ

6-5-1-02_(00)第8回教養教育実施専門部会議事要旨（20200106）（非公表） 非公表

6-5-1-03_(00)オリエンテーション資料集

6-5-1-04_(00)R2後期再履修について（202009掲示）

6-5-1-05_(00)令和３年度教養教育学生便覧（抜粋版）

6-5-1-06_(00)教養教育事務室ホームページ

6-5-3-01_(05)医学部保健学科インターンシップの実施状況がわかる資料

6-5-3-02_(12)多文化社会学研究科R2海外インターンシップ・シラバス

6-5-3-03_(08)情報データ科学部・実社会課題解決プロジェクト　テーマ一覧

6-5-4-01_(08)ワークスタディ・アシスタント(WA)採用計画表及び勤務実績表（情報データ
科学部）

6-5-4-02_(12)言語サポートチューター制度概要及び利用実績（多文化社会学研究科）

6-5-4-03_(00)教養教育英語シラバス（非公表） 非公表

6-5-4-04_(05)医学部保健学科英語シラバス（非公表） 非公表

6-5-4-05_(08)長崎大学情報データ科学部英語シラバス（非公表） 非公表

6-5-4-06_(12)多文化社会学研究科英語シラバス（非公表） 非公表

6-5-4-07_(00)障がい学生支援室概要

6-5-4-08_(05)学生支援等協議会次第（保健学科・学務課）（非公表） 非公表

6-5-4-09_(08)情報データ科学部令和2年度1年次授業時間割(数学ディベロップメンタル）

6-5-A-01_(01)_留学プログラム

6-6-1-01_(00)長崎大学成績評価ガイドライン

6-6-1-02_(00)長崎大学大学院成績評価ガイドライン

6-6-1-03_(12)多文化社会学部・多文化社会学研究科成績評価に関するガイドライン

6-6-1-04_(05)保健学科会議記録(2021.4.15)（成績評価の分布表）（非公表） 非公表

25 / 27 

https://niadicea.sharepoint.com/:b:/s/daigakuPublic/Ebd0hAm4tAlOsqGk8t5GwaQB8rbSfANQw01SwPTwUy5F6Q
https://niadicea.sharepoint.com/:b:/s/daigakuPublic/EaBoogaSIbxKow37gzslabEBiiOXDB4h2K71ex3qndiWAg
https://niadicea.sharepoint.com/:b:/s/daigakuPublic/ERI_iJaMwwtIreOomb_OFo0By2GeranjJ0YWyNb1FUuo5Q
https://niadicea.sharepoint.com/:b:/s/daigakuPublic/EXQIdyM_VTFJmk0AqpUCO3kBQpwvcDfo8Po_OcC5RdRzEA
https://niadicea.sharepoint.com/:b:/s/daigakuPublic/EV6MbLRiOYFHoDH7kEtik5wB4IFMSEuupOH6yjn68eUAkQ
https://niadicea.sharepoint.com/:b:/s/daigakuPublic/ESHRvTxWTCBFmdmPY-5vwyYBUyYC-rlROhNZpt1PP26K2Q
https://niadicea.sharepoint.com/:b:/s/daigakuPublic/EeilExEyj0FGsIwz-atNmjkBGZx7i5Cr0tRjZlYu3dA7jg
https://niadicea.sharepoint.com/:b:/s/daigakuPublic/ESkrr6XNQnxMocveifTDTK4B3Dovugv8tChNyVgYg6ub0w
https://niadicea.sharepoint.com/:b:/s/daigakuPublic/EaoENrByKKpPtjTHgwEEccgBI22dVJ7wkoMjQjTUhnYCig
https://niadicea.sharepoint.com/:b:/s/daigakuPublic/EabmVWWhPShNpY30pLHDJ4cBMrxmUrrgo0b6Y5NT5bAy3Q
https://niadicea.sharepoint.com/:b:/s/daigakuPublic/EexXxhnmd99CsukeEF7t1y8B9dZGOFn8PBz2sVKz2VozgQ
https://niadicea.sharepoint.com/:b:/s/daigakuPublic/EYoX51wSldBKoSRRdx-gC1MBlB55hoE8JRp7cU_Dq6ZV5g
https://niadicea.sharepoint.com/:b:/s/daigakuPublic/EXMa9iVq3YlAgyjJPRwj6poB-sLoBkDdQaTL0Hk_Ihs6zA
https://niadicea.sharepoint.com/:b:/s/daigakuPublic/EQPMKzem7HZBjwS5cy17BzsBKF3rRsLpJmm49EAFERai3A
https://niadicea.sharepoint.com/:b:/s/daigakuPublic/ES__H24Bz1BPrXfYaLirZCQB4A1lGLHxAuLfA1JnfESn3A
https://niadicea.sharepoint.com/:b:/s/daigakuPublic/EfJwGu2RAQdAtXCMqMTLDZ4B-J-T6EoOs-A9P2ZLV1xauw
https://niadicea.sharepoint.com/:b:/s/daigakuPublic/ETj2OUlAPx1FnCESpdR0cTcB7Bes8FMw0XVG64hW-_0nbQ
https://niadicea.sharepoint.com/:b:/s/daigakuPublic/EZ5BrSOfnZhDpNoXf2PPLocB1gNyEO1y_g5veQyORHHnoQ
https://niadicea.sharepoint.com/:b:/s/daigakuPublic/EbgW6e2nPntFgEdmQVK-nO0BaylsA5PTkHp2L9DHVXcLPQ
https://niadicea.sharepoint.com/:b:/s/daigakuPublic/EUmcK4ijRo1DjadqViSYyKIBMS0AvssnXCrdiBMcCigtkA
https://niadicea.sharepoint.com/:b:/s/daigakuPublic/EaP_A6yE-CpPsymmGPDnABQBIecaiLSpgY_qViuom0r3WA
https://niadicea.sharepoint.com/:b:/s/daigakuPublic/EaP_A6yE-CpPsymmGPDnABQBIecaiLSpgY_qViuom0r3WA
https://niadicea.sharepoint.com/:b:/s/daigakuPublic/EWUO9Y_qVU5Gjn6hv1ErchYBS4vcIkOMUsg3dfxc-iFhUg
https://niadicea.sharepoint.com/:b:/s/daigakuPublic/EeuTwvrk8nhEg_mGFX8jqToBU_QPHLrJds3O12dEYSOZpw
https://niadicea.sharepoint.com/:b:/s/daigakuPublic/EaSXYWV5oYJEoCWbDfXJkDoBL0bO1hCKy7ehgg8ePWSJHg
https://niadicea.sharepoint.com/:b:/s/daigakuPublic/Efc2B00E6mJOtuA_9fxL0EoBiQHIbGg9mpUiFAndkACcDA
https://niadicea.sharepoint.com/:b:/s/daigakuPublic/EThpwJPrbqZJlfq4ZXqmZMUBFaLZ0JFdN4IdT4iO0qp7ZA
https://niadicea.sharepoint.com/:b:/s/daigakuPublic/ETU7gfQ6ifZHsFjfWzgyt2QBzQR94E_c3CrV9n1uE0Im6w
https://niadicea.sharepoint.com/:b:/s/daigakuPublic/EbG8ruaphOFOq4qpuz4tPegBLEqW3FtIzByvVddlgHxdFw


付録２　根拠資料一覧

＊資料名をクリックすると資料にアクセスできます。
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資料名 備考

6-6-2-01_(00)成績評価基準の学生周知（教養教育・オリエンテーション資料抜粋）

6-6-2-02_(12)多文化社会学研究科2021年度新入生オリエンテーション資料

6-6-3-01_(05)医学部保健学科成績分布表（非公表） 非公表

6-6-3-02_(08)情報データ科学部成績分布表（非公表） 非公表

6-6-3-03_(12)多文化社会学研究科成績分布表（非公表） 非公表

6-6-3-04_(05)医学部保健学科教務委員会議事録（非公表） 非公表

6-6-3-05_(08)情報データ科学部教務委員会議事録（非公表） 非公表

6-6-3-06_(12)多文化社会学研究科教授会議事要録（多文化社会学研究科）（非公表） 非公表

6-6-3-07_(05)医学部保健学科ＧＰＡ制度の目的と実施状況についてわかる資料（保健学
科・学務課）

6-6-3-08_GPA制度の目的と実施状況について分かる資料（情報データ科学部 ）

6-6-3-09_(12)GPA制度の目的と実施状況について分かる資料（多文化社会学研究科）

6-6-4-01_(00)成績確定日と成績疑義の周知（教養教育）

6-6-4-02_(05)医学部保健学科成績の疑義申立の対応手順について

6-6-4-03_(08)情報データ科学部定期試験成績結果に対する疑義申立について

6-6-4-06_(00)申し立て内容及びその対応、申し立ての件数等の資料データ（教養教育）

6-6-4-07_(00)成績評価の根拠となる資料の取扱いについて（教養教育）

6-6-4-10_(00)成績の疑義申立てについて

6-7-2-01_(12)多文化社会学研究科_学位論文審査基準

6-7-2-02_(00)長崎大学学位規則

6-7-4-01_(05)医学部保健学科会議記録（非公表） 非公表

6-7-4-02_(12)多文化社会学研究科（臨時）教授会議事要録（抜粋）

6-7-4-03_(12)修了者の学位論文一覧

6-8-1-01_(05)医学部保健学科国家試験合格状況について

6-8-1-02_(12)多文化社会学研究科大学院生の資格等取得実績一覧

6-8-1-03_(12)多文化社会学研究科大学院生の研究実績一覧

6-8-1-04_(04)新卒者・既卒者合格率調

6-8-1-05_(05)保健学科会議記録(2021.3.18)身分異動（非公表） 非公表

6-8-1-06_(06)新卒者・既卒者合格率調（歯学部）

6-8-1-06_(07)新卒者・既卒者合格率調（薬学部）

6-8-1-09_(06)歯科医師国家試験の結果について（非公表） 非公表

6-8-1-10_(06)高次口腔医療学シラバス

6-8-1-11_(06)歯学部教授会議事要録（R3.3.19開催）（非公表） 非公表

6-8-2-01_(05)医学部保健学科卒業後の状況調査票

6-8-2-02_(12)多文化社会学研究科（修士課程）卒業後の状況調査票

6-8-2-03_(05)日本看護協会記事

6-8-2-04_(05)長崎大学広報誌［チョーホー］掲載記事
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長崎大学

資料名 備考

6-8-2-05_(12)多文化社会学研究科修了生の社会での活躍が確認できる資料

6-8-2-06_(02)県内と県外の教員就職率（2016～2020年度）

6-8-3-01_(12)多文化社会学研究科修了予定者アンケート（非公表） 非公表

6-8-4-01_(05)2019年度卒業生調査（医学部保健学科）（非公表） 非公表

6-8-4-02_(12)多文化社会学研究科修了者アンケート（非公表） 非公表

6-8-5-01_(05)卒業生就職先に対する調査結果（医学部保健学科）（非公表） 非公表

6-8-5-02_(12)多文化社会学研究科・就職先アンケート調査依頼

6-8-A-01_(09)　創成プロジェクト課題一覧（2019年度）
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