
平成２８年度滋賀県立大学入学者選抜（特別選抜）における選抜方法、配点等について（予告）

　平成28年度滋賀県立大学入学者選抜（特別選抜）における選抜方法および配点等については以下のとおりです。

造形 地歴
実技 公民

100 100 200

600 100 100 200 100 100 1,200

国語 『国』  

地歴

公民

数学

理科

外国語 『英』

600 100 100 100 200 100 1,200

国語 『国』  

地歴

公民

数学 600 600 1,200

理科

外国語 『英』

100 100 200

　「大学入試センター試験」を免除し、総合問題および評定平均値を含む調査票

などに基づく「面接（個別面接）」の結果を総合して選抜

　「大学入試センター試験」を課し、評定平均値を含む調査書などに基づく

「面接（個別面接）」の結果を総合して選抜

　「大学入試センター試験」を課し、評定平均値を含む調査書などに基づく

「面接（個別面接）」の結果を総合して選抜　

　ただし、出願時に「造形実技」を選択した者は、「大学入試センター試験」を免除し、

「造形実技」および評定平均値を含む調査書などに基づく「面接（個別面接）」の

結果を総合して選抜

「数Ⅰ」,『数Ⅰ･数Ａ』,「数Ⅱ」,『数Ⅱ･数Ｂ』,『簿』, 『情報』　から２

「物基礎」,「化基礎」,「生基礎」,「地学基礎」から２

外国語

大学入試センター試験の利用科目名

「世Ａ」,「世Ｂ」,「日Ａ」,「日Ｂ」,「地理Ａ」,「地理Ｂ」

または「物」,「化」,「生」,「地学」から１

[５教科６（７）科目]

平成２８年度入試における選抜方法
面接等の配点

「現社」,「倫」,「政経」,『倫･政経』　

大学入試センター試験の利用科目名

「世Ａ」,「世Ｂ」,「日Ａ」,「日Ｂ」,「地理Ａ」,「地理Ｂ」

総合
問題

配       点

「現社」,「倫」,「政経」,『倫･政経』　

「数Ⅰ」,『数Ⅰ･数Ａ』,「数Ⅱ」,『数Ⅱ･数Ｂ』,『簿』, 『情報』　から１

「物」,「化」,「生」,「地学」から２

１．推薦入学選抜（推薦入試Ａ）

学部名 学科名

環境政策・計画学科

環境科学部

生物資源管理学科

環境建築デザイン学科

環境生態学科

面接 国語

     大学入試センター試験選択者

[５教科６科目]

     造形実技選択者

合計
大学入試センター試験における配点等

　「大学入試センター試験」を免除し、総合問題および評定平均値を含む調査票

などに基づく「面接（個別面接）」の結果を総合して選抜

数学 理科

平成26年9月19日

から１ 

から１ 



造形 地歴
実技 公民

200 50 50 200 200 100 800

国語 『国』  

地歴

公民

数学

『数Ⅱ・数Ｂ』，『簿』，『情報』　から１

理科

外国語

200 100 100 200 200 200 1,000

国語 『国』  

地歴

公民

数学

『数Ⅱ・数Ｂ』，『簿』，『情報』　から１

理科

外国語

200 100 100 200 200 200 1,000

国語 『国』  

地歴

公民

数学

『数Ⅱ・数Ｂ』，『簿』，『情報』　から１

理科

外国語

　「大学入試センター試験」を課し、評定平均値を含む調査書などに基づく

「面接（個別面接）」の結果を総合して選抜

　なお、個別面接時に、アドミッション・ポリシーに添った口頭試問を実施

　「大学入試センター試験」を課し、評定平均値を含む調査書などに基づく

「面接（個別面接）」の結果を総合して選抜

　「大学入試センター試験」を課し、評定平均値を含む調査書などに基づく

「面接（個別面接）」の結果を総合して選抜

大学入試センター試験の利用科目名

「世Ｂ」,「日Ｂ」,「地理Ｂ」

「物」と「化」

「世Ｂ」,「日Ｂ」,「地理Ｂ」

『倫･政経』　

『数Ⅰ・数Ａ』と

『英』

[５教科７科目]

『英』

[５教科７科目]

『英』

『倫･政経』　

『数Ⅰ・数Ａ』と

「物」と「化」

大学入試センター試験の利用科目名

[５教科７科目]

工学部
機械システム工学科

材料科学科

電子システム工学科

大学入試センター試験における配点等
合計

『数Ⅰ・数Ａ』と

「物」と「化」

大学入試センター試験の利用科目名

「世Ｂ」,「日Ｂ」,「地理Ｂ」

『倫･政経』　

学部名 学科名 平成２８年度入試における選抜方法

配       点
面接等の配点

面接
総合
問題

国語 数学 理科 外国語

から１ 

から１ 

から１ 



造形 地歴
実技 公民

100 100 200

200 *100 *100 *100 *100 100 600

　なお、個別面接時に、アドミッション・ポリシーに添った口頭試問を実施

国語 『国』  

地歴

公民

数学

理科

外国語

100 50 50 100 100 100 500

国語 『国』  

地歴

公民

数学

理科

外国語

100 100 200

100 100 200

100 200 300

　「大学入試センター試験」を免除し、総合問題および評定平均値を含む調査票

などに基づく「面接（個別面接）」の結果を総合して選抜

なお、個別面接時に、アドミッションポリシーに添った口頭試問を実施

　「大学入試センター試験」を免除し、総合問題および評定平均値を含む調査票

などに基づく「面接（グループ面接）」の結果を総合して選抜

　「大学入試センター試験」を課し、評定平均値を含む調査書などに基づく

「面接（個別面接）」の結果を総合して選抜

　「大学入試センター試験」を免除し、総合問題および評定平均値を含む調査票

などに基づく「面接（個別面接）」の結果を総合して選抜

　「大学入試センター試験」を免除し、総合問題および評定平均値を含む調査票

などに基づく「面接（個別面接）」の結果を総合して選抜

大学入試センター試験の利用科目名

『数Ⅰ･数Ａ』,『数Ⅱ･数Ｂ』,『簿』,『情報』から１

「物」,「化」,「生」から１

『英』,『独』,『仏』,『中』,『韓』から１

人間看護学部

『英』,『独』,『仏』,『中』,『韓』から１

[４教科４（５）科目]

学科名

生活栄養学科

地域文化学科

人間関係学科

国際コミュニケーション学科

人間看護学科

生活デザイン学科

[５教科５科目]

「世Ｂ」,「日Ｂ」,「地理Ｂ」

『倫･政経』　

「物基礎」,「化基礎」,「生基礎」,「地学基礎」から２

または「物」,「化」,「生」,「地学」から１

大学入試センター試験の利用科目名

「世Ａ」,「世Ｂ」,「日Ａ」,「日Ｂ」,「地理Ａ」,「地理Ｂ」

大学入試センター試験における配点等
合計

平成２８年度入試における選抜方法

　なお、個別面接時に、アドミッション・ポリシーに添った口頭試問を実施

　「大学入試センター試験」を課し、評定平均値を含む調査書などに基づく

「面接（個別面接）」の結果を総合して選抜

「現社」,「倫」,「政経」,『倫･政経』　

「数Ⅰ」,『数Ⅰ･数Ａ』,「数Ⅱ」,『数Ⅱ･数Ｂ』,『簿』,『情報』　から１     

人間文化学部

学部名

配       点
面接等の配点

面接
総合
問題

国語 数学 理科 外国語

から２ただし、世Ｂ,日Ｂ,地理

から１ 
国、地歴・ 

公民、 

数、理から 

３教科選択 

から１ 

から１ 



造形 地歴
実技 公民

200 50 200 250 100 800

国語 『国』  

数学

『数Ⅱ・数Ｂ』，『簿』，『情報』　から１

理科

外国語

300 100 200 200 200 1,000

国語 『国』  

数学

『数Ⅱ・数Ｂ』，『簿』，『情報』　から１

理科

外国語

400 100 100 200 200 200 1,200

国語 『国』  

地歴

公民

数学

『数Ⅱ・数Ｂ』，『簿』，『情報』　から１

理科

外国語 『英』

[５教科７科目]

『数Ⅰ・数Ａ』と

「物」と「化」

『英』

　なお、個別面接時に、数学および物理に関する口頭試問を実施

大学入試センター試験の利用科目名

　「大学入試センター試験」を課し、評定平均値を含む調査書などに基づく

「面接（個別面接）」の結果を総合して選抜

　なお、個別面接時に、アドミッション・ポリシーに添った口頭試問を実施

　「大学入試センター試験」を課し、評定平均値を含む調査書などに基づく

「面接（個別面接）」の結果を総合して選抜

大学入試センター試験の利用科目名

材料科学科

[４教科６科目]

大学入試センター試験の利用科目名

『数Ⅰ・数Ａ』と

機械システム工学科

「物」

『英』

[４教科５科目]

　「大学入試センター試験」を課し、評定平均値を含む調査書などに基づく

「面接（個別面接）」の結果を総合して選抜

　なお、個別面接時に、アドミッション・ポリシーに添った口頭試問を実施

平成２８年度入試における選抜方法

工学部

総合
問題
学部名 学科名

『倫･政経』　

『数Ⅰ・数Ａ』と

「物」と「化」

電子システム工学科
「世Ｂ」,「日Ｂ」,「地理Ｂ」

２．推薦入学選抜（推薦入試Ｂ）

合計
大学入試センター試験における配点等

配       点
面接等の配点

面接 国語 数学 理科 外国語

から１ 



造形 地歴
実技 公民

100 100 200

600 200 200 200 1,200

国語 『国』  

数学

外国語 『英』

400 100 200 100 800

数学

理科

外国語 『英』

生物資源管理学科

100 100 200

200 200 250 150 800

大学入試センター試験の利用科目名

数学

『数Ⅱ・数Ｂ』，『簿』，『情報』　から１

理科 「物」と「化」

外国語 『英』

200 300 300 200 1,000

大学入試センター試験の利用科目名

数学

『数Ⅱ・数Ｂ』，『簿』，『情報』　から１

理科 「物」と「化」

外国語 『英』

　「大学入試センター試験」を課し、調査書などに基づく「面接（個別面接）」

の結果を総合して選抜

　なお、個別面接時に、アドミッション・ポリシーに添った口頭試問を実施

　「大学入試センター試験」を免除し、履修上必要と考えられる基礎学力を測る

総合問題および出願書類などに基づく面接の結果を総合して選抜

「数Ⅰ」,『数Ⅰ･数Ａ』,「数Ⅱ」,『数Ⅱ･数Ｂ』,『簿』, 『情報』　から２

　「大学入試センター試験」を課し、調査書などに基づく「面接（個別面接）」

の結果を総合して選抜

『数Ⅰ・数Ａ』と

「物」,「化」,「生」,「地学」から２

工学部

機械システム工学科

材料科学科

環境建築デザイン学科

『数Ⅰ・数Ａ』と

　「大学入試センター試験」を免除し、履修上必要と考えられる基礎学力を測る

総合問題および出願書類などに基づく面接の結果を総合して選抜

環境科学部

大学入試センター試験の利用科目名

　「大学入試センター試験」を課し、調査書などに基づく「面接（個別面接）」

の結果を総合して選抜

３．帰国子女特別選抜

[３教科４科目］

[３教科４科目］

大学入試センター試験の利用科目名

「数Ⅰ」,『数Ⅰ･数Ａ』,「数Ⅱ」,『数Ⅱ･数Ｂ』,『簿』, 『情報』　から１

平成２８年度入試における選抜方法

環境生態学科

環境政策・計画学科

　「大学入試センター試験」を課し、調査書などに基づく「面接（個別面接）」

の結果を総合して選抜

学部名 学科名

[３教科５科目]

[３教科５科目]

大学入試センター試験における配点等
合計

配       点
面接等の配点

面接 国語 数学 理科 外国語総合
問題



造形 地歴
実技 公民

200 300 300 200 1,000

大学入試センター試験の利用科目名

数学

『数Ⅱ・数Ｂ』，『簿』，『情報』　から１

理科 「物」と「化」

外国語 『英』

100 100 200

150 *100 *100 *100 *100 100 450

大学入試センター試験の利用科目名

国語

地歴

公民

数学

理科

外国語

100 100 100 100 400

数学

理科

外国語

100 100 200

100 100 200

　なお、個別面接時に、アドミッションポリシーに添った口頭試問を実施

　「大学入試センター試験」を課し、調査書などに基づく「面接（個別面接）」

の結果を総合して選抜

　なお、個別面接時に、アドミッションポリシーに添った口頭試問を実施

　「大学入試センター試験」を課し、調査書などに基づく「面接（個別面接）」

の結果を総合して選抜

　「大学入試センター試験」を課し、調査書などに基づく「面接（個別面接）」

の結果を総合して選抜

[３教科５科目]

国際コミュニケーション学科

人間文化学部

総合問題および出願書類などに基づく面接の結果を総合して選抜

　「大学入試センター試験」を免除し、履修上必要と考えられる基礎学力を測る

総合問題および出願書類などに基づく面接の結果を総合して選抜

「物」,「化」,「生」から１

または「物」,「化」,「生」,「地学」から１

『英』,『独』,『仏』,『中』,『韓』から１

[３教科３（４）科目]

　「大学入試センター試験」を免除し、履修上必要と考えられる基礎学力を測る

『数Ⅰ･数Ａ』,『数Ⅱ･数Ｂ』,『簿』,『情報』から１

　なお、個別面接時に、アドミッション・ポリシーに添った口頭試問を実施

大学入試センター試験の利用科目名

[３教科３科目]

人間関係学科

「数Ⅰ」,『数Ⅰ･数Ａ』,「数Ⅱ」,『数Ⅱ･数Ｂ』,『簿』,『情報』　から１     

工学部 電子システム工学科

生活デザイン学科

　なお、個別面接時に、アドミッション・ポリシーに添った口頭試問を実施

学部名 学科名 平成２８年度入試における選抜方法

地域文化学科

『国』  

『数Ⅰ・数Ａ』と

　「大学入試センター試験」を免除し、履修上必要と考えられる基礎学力を測る

総合問題および出願書類などに基づく面接の結果を総合して選抜

「物基礎」,「化基礎」,「生基礎」,「地学基礎」から２

「世Ａ」,「世Ｂ」,「日Ａ」,「日Ｂ」,「地理Ａ」,「地理Ｂ」

「現社」,「倫」,「政経」,『倫･政経』　

生活栄養学科

『英』,『独』,『仏』,『中』,『韓』から１

大学入試センター試験における配点等
配       点

面接等の配点

面接 総合
問題
合計

国語 数学 理科 外国語

から１ 
国、地歴 

公民、数、 

理から２ 

教科選択 

から１ 



造形 地歴
実技 公民

100 200 300

物理 化学 生物

　大学入試センター試験を免除し、「日本留学試験」の成績、「出願書類」ならびに

環境生態学科 本学が行う「学力検査」および「面接（個別面接）」の結果を総合して選抜 100 100 ○ コース 自由選択

　なお、学力検査は総合問題（英語力を問う設問を含む。） 自由選択

100 100 ○ ○※ コース 日本語

自由選択

100 ○ コース２ 日本語

　大学入試センター試験を免除し、「日本留学試験」の成績、「出願書類」ならびに

100 100 ○ ○※ コース 自由選択

　なお、学力検査は総合問題（英語力を問う設問を含む。） 自由選択

本学が行う「学力検査」および「面接（個別面接）」の結果を総合して選抜 100 100 ○ コース２ ○ ○ 日本語

100 100 ○ コース２ ○ ○ 日本語

100 100 ○ コース２ ○ ○ 日本語

工学部

材料科学科

　大学入試センター試験を免除し、「日本留学試験」の成績、「出願書類」ならびに

　なお、学力検査は英語   

　また、個別面接時に、アドミッション・ポリシーに添った口頭試問を実施

機械システム工学科

電子システム工学科

学科名 平成２８年度入試における選抜方法

環境政策・計画学科

　大学入試センター試験を免除し、「日本留学試験」の成績、「出願書類」ならびに

本学が行う「学力検査」および「面接（個別面接）」の結果を総合して選抜　

　なお、学力検査は英語

環境建築デザイン学科

　大学入試センター試験を免除し、「日本留学試験」の成績、「出願書類」ならびに

本学が行う「面接（個別面接）」の結果を総合して選抜

生物資源管理学科

　なお、学力検査は英語

本学が行う「学力検査」および「面接（個別面接）」の結果を総合して選抜

　大学入試センター試験を免除し、「日本留学試験」の成績、「出願書類」ならびに

本学が行う「学力検査」および「面接（個別面接）」の結果を総合して選抜　

　なお、学力検査は英語

　大学入試センター試験を免除し、「日本留学試験」の成績、「出願書類」ならびに

本学が行う「学力検査」および「面接（個別面接）」の結果を総合して選抜　

環境科学部

人間看護学部 人間看護学科 　基礎学力を測る総合問題および出願書類などに基づく面接の結果を総合して選抜

　「大学入試センター試験」を免除し、志望する各学科において履修上必要と考えられる

学部名

学科名 平成２８年度入試における選抜方法

配点
面接等の配点

面接 総合
問題 国語 数学 理科 外国語

大学入試センター試験における配点等
合計

４．私費外国人留学生特別選抜

学部名

数学
理　　　　　　科

２科目自由選択

日本留学試験利用教科・科目

出題言語

２科目自由選択※

※総合科目か理科のどちらかを選択

２科目自由選択※

※総合科目か理科のどちらかを選択

２科目自由選択

面接等の配点

面接
総合問題
（英語）

デッサン 日本語 総合科目



物理 化学 生物

　大学入試センター試験を免除し、「日本留学試験」の成績、「出願書類」ならびに

100 100 ○ ○ 日本語

　なお、学力検査は総合問題（総合問題には英語を課さない）

　また、個別面接時に、アドミッション・ポリシーに添った口頭試問を実施

　大学入試センター試験を免除し、「日本留学試験」の成績、「出願書類」ならびに

100 100 ○ ○ コース 日本語

　なお、学力検査はデッサン 自由選択

　また、個別面接時に、アドミッション・ポリシーに添った口頭試問を実施

100 100 ○ ○ ○ 日本語

   また、個別面接時に、アドミッション・ポリシーに添った口頭試問を実施

　大学入試センター試験を免除し、「日本留学試験」の成績、「出願書類」ならびに

100 200 ○ ○ 日本語

　なお、学力検査は総合問題（総合問題には英語を課さない）

　大学入試センター試験を免除し、「日本留学試験」の成績、「出願書類」ならびに

100 100 ○ ○ 日本語

　なお、学力検査は総合問題（英語力を問う設問を含む。）

　また、個別面接時に、アドミッション・ポリシーに添った口頭試問を実施

国際コミュニケーション学科

人間文化学部

本学が行う「学力検査」および「面接（個別面接）」の結果を総合して選抜

本学が行う「学力検査」および「面接（個別面接）」の結果を総合して選抜

地域文化学科

学部名 学科名 平成２８年度入試における選抜方法

生活デザイン学科

生活栄養学科

  大学入試センター試験を免除し、「日本留学試験」の成績、「出願書類」ならびに

本学が行う「学力検査」および「面接（個別面接）」の結果を総合して選抜

　 なお、学力検査は英語

人間関係学科

本学が行う「学力検査」および「面接（個別面接）」の結果を総合して選抜

本学が行う「学力検査」および「面接（個別面接）」の結果を総合して選抜

面接
総合問題
（英語）

デッサン 日本語 総合科目 数学
理　　　　　　科

日本留学試験利用教科・科目

出題言語

面接等の配点


