
福　井　大　学

記

一般入試（前期日程，後期日程）の大学入試センター試験の利用教科・科目名等の変更

【変更前】

【変更後】

平成27年5月25日

医学部看護学科　理①　「物理基礎」，「化学基礎」，「生物基礎」から２
　　　　　　　　　　　　　　　※「物理」，「化学」，「生物」から２　により読み替え可能

注意事項
　医学部看護学科において，「基礎を付した科目」の「物理基礎」，「化学基礎」，「生物基礎」
から２科目を選択せず，「基礎を付していない科目」の「物理」，「化学」，「生物」から２科目選
択した場合には，「基礎を付した科目」を選択したものとみなし，合計得点（２００点満点）を本
学の配点に換算します。
　なお，「基礎を付した科目」２科目と「基礎を付していない科目」１科目を選択した場合には，
「基礎を付した科目」２科目の得点を採用します。

医学部看護学科　理①　「物理基礎」，「化学基礎」，「生物基礎」から２　または
   　　　　　　　　　　理②　「物理」，「化学」，「生物」から１

注意事項
　医学部看護学科において，「理①」２科目及び「理②」1科目の３科目を受験している場合
は，「理①」２科目合計の得点又は「理②」の得点のうち，いずれか得点の高い成績を採用し
ます。
　理科②において，２科目受験者の成績の利用は，第１解答科目の得点を採用します。

　平成２８年度入学者選抜より，医学部看護学科一般入試の大学入試センター試験利用教科・科目
及び大学入試センター試験・個別学力検査等の配点について，下記のとおり変更しましたのでお知
らせします。
　なお，本入試の詳細については，後日公表予定の入学者選抜要項及び一般入試学生募集要項
を必ずご確認ください。

※詳細については，別紙「平成28年度医学部看護学科（一般入試）における大学入試セン
ター試験の利用教科・科目等の変更について」を参照してください。

平成２８年度入学者選抜方法等の変更について



平成２８年度福井大学医学部看護学科（一般入試）における大学入試センター試験の利用教科・科目等の変更について
【変更前】 ※朱書きの箇所は前回公表した内容からの変更箇所になります。

（１）前期日程

① ② ① ②

国 ｢国｣ その他 ｢小論文｣ センター試験 200 100 100 100 200 800

地歴 「世Ａ」,｢世Ｂ｣,「日Ａ」,｢日Ｂ｣ ｢面接｣ 個別学力検査 150 100 250

「地理Ａ」,｢地理Ｂ｣              

公民 「現社」,「倫」,「政経」,｢倫・政経｣  

数① ｢数Ⅰ・数Ａ｣

数② ｢数Ⅱ・数Ｂ｣，｢簿｣，｢情報｣　から１

理① ｢物理基礎｣，｢化学基礎｣，｢生物基礎｣ から２

※｢物理｣，｢化学｣，｢生物｣ から２　により読み替え可能

外 ｢英｣

〔５教科７科目〕

（２）後期日程

① ② ① ②

国 ｢国｣ その他 ｢小論文｣ センター試験 200 100 100 100 200 800

地歴 「世Ａ」,｢世Ｂ｣,「日Ａ」,｢日Ｂ｣ ｢面接｣ 個別学力検査 150 100 250

「地理Ａ」,｢地理Ｂ｣              

公民 「現社」,「倫」,「政経」,｢倫・政経｣  

数① ｢数Ⅰ・数Ａ｣

数② ｢数Ⅱ・数Ｂ｣，｢簿｣，｢情報｣　から１

理① ｢物理基礎｣，｢化学基礎｣，｢生物基礎｣ から２

※｢物理｣，｢化学｣，｢生物｣ から２　により読み替え可能

外 ｢英｣

〔５教科７科目〕

（３）注意（前期日程・後期日程共通）                                                                                                                                                        
【大学入試センター試験の利用教科・科目名等】欄
○

○

○ 外国語「英語」には，リスニングテストの成績も用います。

【個別学力検査等の実施科目等】欄
○ ｢数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数Ａ・数Ｂ｣は，｢数学Ⅰ｣,｢数学Ⅱ｣,｢数学Ⅲ｣,｢数学Ａ｣の全範囲から出題します。｢数学Ｂ｣は，｢数列｣と｢ベクトル｣を出題範囲とします。
○ ｢物理基礎・物理｣は，｢物理基礎｣と｢物理｣の全範囲から出題する。
○ ｢化学基礎・化学｣は，｢化学基礎｣と｢化学｣の全範囲から出題する。
○ ｢生物基礎・生物｣は，｢生物基礎｣と｢生物｣の全範囲から出題する。

【変更後】
（１）前期日程

① ② ① ②

国 ｢国｣ その他 ｢小論文｣ センター試験 200 100 100 *100 *100 200 800

地歴 「世Ａ」,｢世Ｂ｣,「日Ａ」,｢日Ｂ｣ ｢面接｣ 個別学力検査 150 100 250

「地理Ａ」,｢地理Ｂ｣              

公民 「現社」,「倫」,「政経」,｢倫・政経｣  

数① ｢数Ⅰ・数Ａ｣

数② ｢数Ⅱ・数Ｂ｣，｢簿｣，｢情報｣　から１

理① ｢物理基礎｣，｢化学基礎｣，｢生物基礎｣ から２　または

理② ｢物理｣,｢化学｣,｢生物｣から１

外 ｢英｣

〔５教科７科目〕

（２）後期日程

① ② ① ②

国 ｢国｣ その他 ｢小論文｣ センター試験 200 100 100 *100 *100 200 800

地歴 「世Ａ」,｢世Ｂ｣,「日Ａ」,｢日Ｂ｣ ｢面接｣ 個別学力検査 150 100 250

「地理Ａ」,｢地理Ｂ｣              

公民 「現社」,「倫」,「政経」,｢倫・政経｣  

数① ｢数Ⅰ・数Ａ｣

数② ｢数Ⅱ・数Ｂ｣，｢簿｣，｢情報｣　から１

理① ｢物理基礎｣，｢化学基礎｣，｢生物基礎｣ から２　または

理② ｢物理｣,｢化学｣,｢生物｣から１

外 ｢英｣

〔５教科７科目〕

（３）注意（前期日程・後期日程共通） 
【大学入試センター試験の利用教科・科目名等】欄
○ ｢地歴｣，｢公民｣の科目において，２科目受験者の成績の利用は，第１解答科目の得点を採用します。第１解答科目が本学の指定した科目でない場合には，無資格者となりますので十分注意してください。

○ ｢簿｣，｢情報｣を選択できる者は，高等学校又は中等教育学校においてこれらの科目を履修した者及び文部科学大臣の指定を受けた専修学校高等課程の修了（見込み）者に限ります。

○ 医学部看護学科において，｢理①｣２科目及び｢理②｣１科目の３科目を受験している場合は，｢理①｣２科目合計の得点又は｢理②｣の得点のうち，いずれか高い成績を採用します。

○

【個別学力検査等の実施科目等】欄
○ ｢数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数Ａ・数Ｂ｣は，｢数学Ⅰ｣,｢数学Ⅱ｣,｢数学Ⅲ｣,｢数学Ａ｣の全範囲から出題します。｢数学Ｂ｣は，｢数列｣と｢ベクトル｣を出題範囲とします。

○ ｢物理基礎・物理｣は，｢物理基礎｣と｢物理｣の全範囲から出題する。

○ ｢化学基礎・化学｣は，｢化学基礎｣と｢化学｣の全範囲から出題する。

○ ｢生物基礎・生物｣は，｢生物基礎｣と｢生物｣の全範囲から出題する。

○ 面接の評価が著しく低い場合には，総合得点にかかわらず不合格とすることがあります。

旧教育課程（平成11年3月文部省告示）履修者への経過措置（平成28年度限りの措置とし，新教育課程履修者は対象外となります。）
【大学入試センター試験の利用教科・科目名等】
○

備　　考
教科 科　　目　　名　　等 教科等 科　　目　　名　　等 試験の区分 小論文 面　接

配点
合計

外国語

看　護　学　科

100

計 200 100

国語
地理
歴史

公民
数　学 理科学科名

大学入試センター試験の利用教科・科目名等 個別学力検査等の実施科目等 大学入試センター試験・個別学力検査等の配点等

1050100 100 100 200 150 100

備　　考
教科 科　　目　　名　　等 教科等 科　　目　　名　　等 外国語 小論文 面　接

配点
合計

試験の区分 国　語
地理
歴史

公 民
数　　　学 理科学科名

大学入試センター試験の利用教科・科目名等 個 別 学 力 検 査 等の実施科目等 大学入試センター試験・個別学力検査等の配点等

100 1050

医学部看護学科において，｢基礎を付した科目｣の｢物理基礎｣,｢化学基礎｣,｢生物基礎｣から２科目を選択せず，｢基礎を付していない科目｣の｢物理｣,｢化学｣,｢生物」
から２科目選択した場合には，｢基礎を付した科目｣を選択したものとみなし，合計得点（200点満点）を本学の配点に換算します。
なお，｢基礎を付した科目｣２科目と｢基礎を付していない科目｣１科目を選択した場合には，｢基礎を付した科目｣２科目の得点を採用します。

学科名

大学入試センター試験の利用教科・科目名等 個別学力検査等の実施科目等 大学入試センター試験・個別学力検査等の配点等

理科
外国語

100 100 100 100 200 150

看　護　学　科

100

備　　考
教科 科　　目　　名　　等 教科等 科　　目　　名　　等

計 200

数　　　学 理科

備　　考
教科 科　　目　　名　　等 教科等 科　　目　　名　　等 試験の区分 国語

地理
歴史

公民
数　学

小論文 面　接
配点
合計

1050100計 200 100

公 民

100

学科名

大学入試センター試験の利用教科・科目名等 個 別 学 力 検 査 等の実施科目等 大学入試センター試験・個別学力検査等の配点等

100 100 200 150 100

1050

面　接
配点
合計

数学②は旧教育課程の「工業数理基礎」を加えた科目から選択することができます。ただし，「工業数理基礎」を選択できる者は，高等学校又は中等教育学校においてこれらの
科目を履修した者及び文部科学大臣の指定を受けた専修学校高等課程の修了（見込み）者に限ります。

外国語｢英｣は，筆記試験とリスニングテストの合計得点（250点満点）を本学の配点に換算します。ただし，リスニングを免除されている場合には，｢英｣の筆記試験の得点（200
点満点）を本学の配点に換算します。

｢簿｣，｢情報｣を選択できる者は，高等学校又は中等教育学校においてこれらの科目を履修した者及び文部科学大臣の指定を受けた専修学校高等課程の修了（見込
み）者に限ります。

100 100 100 100 200 150

外国語 小論文

看　護　学　科

100

計 200

試験の区分 国　語
地理
歴史

看　護　学　科

100


