
12．令和５年度長崎大学入学者選抜方法等の変更点について（予告） 
 

令和５年度長崎大学入学者選抜等の変更点は，以下のとおりです。 

今後変更する可能性があります。その際は，本学ホームページ及び学生募集要項でお知らせいたします。 

  

ⅠⅠ  各各学学部部のの変変更更点点ににつついいてて 
 

【多文化社会学部】 

より高い学習意欲やコミュニケーション・自己表現能力，多文化状況への関心を評価するため，一般

選抜（後期日程）（募集人員 10 人）を廃止し，学校推薦型選抜Ⅱ（募集人員 10 人）を導入します。 

総合型選抜Ⅰ（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）では，「グローバル・国際バカロレア枠」の一部の定員（2 人）を一般枠に振り分けます。 

総合型選抜Ⅰ（オランダ特別コース）では，「グローバル・国際バカロレア枠」の定員を一般枠に振

り分け，「グローバル・国際バカロレア枠」での募集を停止します。 

 

(1)募集人員に関する新旧対照表 

 
（令和４年度） 

 
（令和５年度） 

※ 下線部分が変更点 

  

コース名 
入学 
定員 

一般選抜 
総合型選抜Ⅰ 

学校 
推薦型 
選抜Ⅱ 

帰国 
生徒 
選抜 

外国人
留学生
選抜 

(分離・分割方式) 

前期
日程 

後期
日程 

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 

90 68 10 8 4  若干人 若干人 

オランダ特別コース 10 7  2 1  若干人 若干人 

計 100 75 10 10 5  若干人 若干人 

コース名 
入学 
定員 

一般選抜 
総合型選抜Ⅰ 

学校 
推薦型 
選抜Ⅱ 

帰国 
生徒 
選抜 

外国人
留学生
選抜 

(分離・分割方式) 

前期
日程 

後期
日程 

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 

90 68 廃止 10 2 
10 

(新設) 
若干人 若干人 

オランダ特別コース 10 7  3 募集停止  若干人 若干人 

計 100 75 廃止 13 2 
10 

(新設) 
若干人 若干人 
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(2)学校推薦型選抜Ⅱ 

出願要件 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 月卒業見込みの者，あるい

は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

了見込みの者で，次の各号に該当するもの 

（本学では，過去の大学入試センター試験及び大学入学共通テストの成績は利用しな

い。） 

１. 人物が優秀で，大学教育を受けるにふさわしい能力，適性を備え，高等学校長等が

責任をもって推薦できる者 

２．大学入学共通テストで，多文化社会学部が指定した教科・科目を受験する者  

３．合格した場合は，入学することを確約できる者 

選抜方法等 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

テストの成績及び個人面接の評価を総合して合格者を決定する。 

個人面接では，プレゼンテーションを課す。個人面接のプレゼンテーション及びその

後の質疑応答を通じて意欲や思考力などを評価する。質疑応答では提出された書類を

参考にする。 

大学入学共通テストの外国語の得点率が原則として 70％に満たない場合は不合格と

する。ただし，TOEFL iBT （Home Edition を含む。）61 点以上，TOEIC L&R 730 点以

上，TOEIC L&R+TOEIC S&W 1000 点以上， 実用英語技能検定（英検，英検 CBT 又は英

検 S-CBT）準１級以上，IELTS 5.5 以上，GTEC(4 技能版) 1140 点以上又は TEAP334 点

以上のいずれかのスコア・級を有する者で出願時に申請したものは，この限りではな

い。ただし，外国語検定試験のスコア・級を申請する場合であっても，大学入学共通テ

ストにおける「外国語」を受験する必要がある。 

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等の成績にかかわら

ず，不合格とすることがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（注 1）地歴・公民を 2科目受験している場合は，第 1 解答科目を採用する。 

（注 2）理科を学部が指定した科目数より多く受験している場合は，以下のとおりとする。 

（1）「基礎を付した 2科目」と「基礎を付していない 1 科目」を受験した場合は高得点科目を採

用する。 

（2）「基礎を付していない 2科目」を受験した場合は第 1解答科目を採用する。 

（注 3）本学における大学入学共通テストの外国語（英語）の配点（200 点満点）は，リーディング

（160 点満点），リスニング（40 点満点）の 4：1 の比率とする。また，外国語は大学入学共通

テストの配点合計に含めない。 

（注 4)外国語検定試験について 

①外国語検定試験は，令和 2 年 11 月以降 に受験した試験に限る。ただし，実用英語技能検定

（英検）については，二次試験を令和 2 年 11月以降に受験した試験とする。 

②外国語検定試験は公式スコア（TOEFLE iBT（Home Edition を含む。）は Test Date スコアに

限る。）を対象とし，TOEFL ITP，TOEIC IP は対象としない。 

その他 １学校あたりの推薦人員は，１人とする。 

 

 

【大学入学共通テスト指定教科・科目】 
国   ： 国 
地歴 ： 世Ｂ，日Ｂ，地理Ｂ 
公民 ： 現社，倫，政経，倫・政経 
数   ： 数Ⅰ，数Ⅰ・数Ａ，数Ⅱ，数Ⅱ・数Ｂから 1  
理   ： 物理基礎，化学基礎，生物基礎，地学基礎から 2又は 

物理，化学，生物，地学から 1（注 2） 

外   ： 英，独，仏，中，韓 から 1（注 3） 

［5教科 5科目］又は［5教科 6科目］ 

から 1（注 1） 
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【経済学部】 

(1)一般選抜（前期日程） 

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，

「配点Ｂ」方式での選抜を廃止し，「配点Ａ」方式のみで選抜します。 

（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 29ページを参照すること。 

 

(2)社会人選抜 

経済学部総合経済学科夜間主コースの社会人選抜（募集人員 60 人）を廃止します。 

 

【工学部】 

 工学部の帰国生徒選抜（募集人員若干人）を廃止します。 
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ⅡⅡ  経経済済学学部部総総合合経経済済学学科科（（昼昼間間ココーースス））等等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。） 
令和５年度入学者選抜（令和５年４月入学）から経済学部，医学部保健学科，情報データ科学部及び

水産学部の募集人員を以下のとおり変更します。 
 
【【経経済済学学部部】】  

経済学部総合経済学科の昼間コースは，学問領域に対応した現在の４コース制（経済と政策コー
ス，グローバル経済コース，ファイナンスコース，経営と会計コース）から社会課題に対応できる新
カリキュラムへの変更を検討しており，募集人員を次のとおり変更します。各入試区分における募集
人員等は，決定次第ホームページ等でお知らせします。 

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） １９０ １９０ 

一般選抜（後期日程） ４０ ４０ 

総合型選抜Ⅰ 未定 ５ 

総合型選抜Ⅱ 未定 １０ 

学校推薦型選抜Ⅰ ２０ ２０ 

計 ２９５ ２６５ 

 
【【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は，新たな臨床課題（健康寿命の延伸，新興感染症に伴う新たな健康課題，
心不全パンデミックの到来等）に迅速かつ適切に対応し，施策の根拠となるエビデンスの創出に寄与
できる研究マインドに溢れた理学療法士を養成するため，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） 

看護学専攻 ５４ ５４ 

理学療法学専攻 ２４ １５ 

作業療法学専攻 １４ １４ 

計 ９２ ８３ 

学校推薦型選抜Ⅱ 

看護学専攻 １４ １４ 

理学療法学専攻 ３ ２ 

作業療法学専攻 ３ ３ 

計 ２０ １９ 

社会人選抜 

看護学専攻 ２ ２ 

理学療法学専攻 １ １ 

作業療法学専攻 １ １ 

計 ４ ４ 

合計  １１６ １０６ 

 
【【情情報報デデーータタ科科学学部部】】  

急速な情報技術革新の一方で，２０２０年にはＩＴ人材が３０万人不足し，さらに，２０３０年に
は４５万人不足すると言われていますが，社会的需要に対して人材供給が追い付かず，我が国のＩＴ
人材不足は依然として深刻であることから，より多くのＩＴ⼈材を輩出するため，情報データ科学部
は，募集人員を１０人増員します。各入試区分における募集人員等は，決定次第ホームページ等でお
知らせします。 

 
【【水水産産学学部部】】  

水産学部は，現在の４コース制（海洋生産管理学コース，海洋生物科学コース，海洋応用生物化学
コース，海洋環境科学コース）から長崎の地域の課題を研究題材として新しい価値創造や地域発展モ
デルの開発に取り組む新たなコースを含む３コース制に変更するとともに，募集人員を１０人増員
します。各入試区分における募集人員等は，決定次第ホームページ等でお知らせします。 

─　  ─113


