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平成３１年度千葉大学入学者選抜方法の変更について（予告） 

                                      

平成28年12月公表 

平成 29年 12月修正 

                                          千葉大学 

 Ⅰ 一般入試 

 

＜募集人員等の変更＞ 

平成 31年度入学者選抜から以下のとおり変更します。 

 

1.法政経学部 

 【変更後】  【変更前】 

学 科 

募集人員 

学 科 

募集人員 

一般入試 特別入試  一般入試 特別入試 

前期日程 後期日程 ＡＯ入試 ← 前期日程 後期日程 
経済学特進 

プログラム選抜 

法政経学科 295 70 5  法政経学科 295 75 若干名 

※経済学特進プログラム選抜の廃止並びにＡＯ入試の新設に伴う変更です。 

 

2．工学部 

 【変更後】   【変更前】 

学 科 

募集人員  

学 科 

募集人員 

一般入試 特別入試  一般入試 特別入試 

前期日程 後期日程 ＡＯ入試 ← 前期日程 後期日程 ＡＯ入試 
理数大好き

学生選抜 

総合工学科 466 124 30  総合工学科 459 141 20 若干名 

   

工学部では，次のとおりコースごとに募集します。出願したコースで合格すれば「総合工学科」の志願した 

コースに所属します。ただし，2 年次進級時に別のコースへ進むことを希望すれば，そのコースへ進むことも 

できますが，各コースが課している条件や教室設備等の関係により，一定の制限があります。 

 【変更後】  【変更前】  

コース 

募集人員  

コース 

募集人員 

一般入試 
特別

入試 
 一般入試 特別入試 

前期

日程 

後期

日程 

ＡＯ

入試 
 

前期

日程 

後期

日程 

ＡＯ

入試 

理数大好き

学生選抜 

建築学コース (50) (19) -  建築学コース (50) (19) - - 

都市環境システムコース (37) (15) -  都市環境システムコース (38) (14) - - 

デザインコース (44) - 20  デザインコース (44) - 20 - 

機械工学コース (55) (19) -  機械工学コース (55) (19) - - 

医工学コース (30) (9) - ← 医工学コース (30) (9) - - 

電気電子工学コース (55) (19) -  電気電子工学コース (55) (19) - - 

物質科学コース (68) - 10  物質科学コース (60) (18) - 若干名 

共生応用化学コース (70) (24) -  共生応用化学コース (70) (24) - - 

情報工学コース (57) (19) -  情報工学コース (57) (19) - - 

計 466 124 30  計 459 141 20 - 

各コースの募集人員〔( )内の数〕はおおよその人数であり，志願状況等で増減します。 
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＜第 1段階選抜の予告倍率の変更＞ 

平成 31年度入学者選抜から以下のとおり変更します。 

 

1.法政経学部 

【変更後】              【変更前】 

学 科 
予告倍率  

学 科 
予告倍率 

前期日程 後期日程  前期日程 後期日程 

法政経学科 3.5倍 13 倍 ← 法政経学科 4 倍 15 倍 

     

 

 

＜大学入試センター試験の指定教科・科目及び個別学力検査の出題教科・科目等＞    

 平成 31年度入学者選抜における大学入試センター試験の指定教科・科目及び個別学力検査の出題教科・科目等

については，別掲「平成 31 年度千葉大学入学者選抜（一般入試）における出題教科・科目等について（予告）」

（平成 29年 12 月修正）で確認してください。 

 

 

＜大学入試センター試験の指定教科・科目及び個別学力検査の配点＞ 

平成 31年度入学者選抜における大学入試センター試験の指定教科・科目及び個別学力検査の出題教科・科目等 

の配点については，別掲「平成 31 年度千葉大学入学者選抜（一般入試）における大学入試センター試験及び個

別学力検査の配点（予告）」で確認してください。 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.chiba-u.ac.jp/exam/pdf/H27yokoku.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/exam/pdf/H27yokoku.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/exam/pdf/H27yokoku.pdf
http://www.chiba-u.ac.jp/exam/pdf/H27yokoku.pdf
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Ⅱ 特別入試 

 

＜ＡＯ入試＞ 

平成 31年度入学者選抜から以下のとおり変更します。 

 

1.法政経学部 

平成 31年度入学者選抜から法政経学部で新たにＡＯ入試を実施します。 

 

 

募集人員 
法政経学科 経済学特進プログラム 5 名 

※本選抜の合格者は入学後，経済学コース内の「経済学特進プログラム」を履修します。 

出願資格 

次の（1）から（3）の要件をすべて満たす者 

（1）高等学校（中等教育学校及び特別支援学校高等部を含む。以下同じ。）を平成31年（2019

年）３月卒業見込みの者（学校教育法施行規則第93条第３項の規定に基づき平成30年度中に

高等学校を卒業又は卒業見込みの者，及び外国において学校教育を受け，引き続き日本の高

等学校に編入学した者で平成31年（2019年）３月卒業見込みのものを含む。） 

（2）平成31年度大学入試センター試験で指定する教科・科目（選抜方法等を参照）を受験する者 

（3）平成28年1月1日以降に受験した次の外国語検定試験において，以下のうちいずれかの条件を

満たしている者 

①TOEFL iBT 55 点以上 

②IELTS 4.5以上 

③GTEC for STUDENTS 650点以上 

④GTEC CBT 950点以上 

⑤実用英語技能検定 2 級以上 
 

選抜方法等 

（1）面接および提出された書類の内容などを総合的に評価し，第一次選抜合格者を決定します。 

（2）第一次選抜合格者のうち，以下のアまたはイに該当する者を，最終合格者として決定します。 

ア 平成 31年度大学入試センター試験で指定する教科・科目の総得点（配点合計）が 80％に

達した者 

イ 平成31年度大学入試センター試験で指定する教科・科目の総得点（配点合計）が75％に達

し，かつ外国語検定試験の結果が以下のスコアに該当する者 

①TOEFL iBT 61 点以上 

②IELTS 5.5以上 

③GTEC for STUDENTS 680点以上 

④GTEC CBT 1010点以上 

⑤実用英語技能検定 準１級以上 

 
大学入試センター試験の指定教科・科目 

指定教科・科目 指定科目数 配点 

数学 
数学Ⅰ・数学 A 1 科目 100点 

数学Ⅱ・数学 B 1 科目 100点 

合 計 2 科目 200点 

 

出願期間 平成 30年 11月上旬 

選抜期日 平成 30年 11月中旬～下旬 

合格者発表 平成 31年 2 月上旬（第一次選抜合格者の発表：平成 30年 12月中旬） 

その他 

経済学特進プログラムの趣旨 

法政経学部経済学コース内に設置された経済学特進プログラムは, 現代社会が抱える諸問題

を，国際的に共通な分析道具である経済学を用いて体系的に分析し，解決策を提言しうる力があ

る人物を養成することをその目的としています。本プログラムは，条件を満たせば３年間で早期

卒業することが可能です。通常より早い就職・進学のほか，本コースを活用して，１年間の海外

留学を挟んで４年間で卒業することもできます。経済学特進プログラムは，将来，様々な社会問

題の解決に積極的に取り組みたいと希望している意欲ある方々に，その門戸を開放しています。 
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2.工学部 

平成 31年度入学者選抜から工学部総合工学科（物質科学コース）で新たにＡＯ入試を実施します。 

ＡＯ入試（理数大好き学生選抜―方式Ⅰ） 

募集人員 
総合工学科（物質科学コース）※10名 

※募集人員 10 名は後述の 方式Ⅱ との合計 

出願資格 

次の①～③の全ての要件を満たす者 

① 高等学校（中等教育学校を含む）を卒業した者及び平成 30 年 3 月卒業見込みの者及

び平成 31年 3月卒業見込みの者（学校教育法施行規則第 93条第 3項の規定に基づき平

成 30 年度中に高等学校を卒業又は卒業見込みの者） 

② 次のア又はイのいずれかに該当する者 

ア 理科に関する実験・調査活動・クラブ活動などを通して優れた自由研究を行った者 

イ 日本学生科学賞（読売新聞社），JSEC（朝日新聞社）など，審査制度のある自然科学

並びに工学系のコンテストやコンクール等で優れた成果を発表した者 

③ 平成 31 年 1 月実施の平成 31 年度大学入学者選抜大学入試センター試験で指定する  

教科・科目（選抜方法等を参照）を受験する者 

選抜方法等 

① 出願時に提出された書類（調査書，志望理由書，研究成果報告書等）により，第 1次選

抜合格者を決定します。 

② 第 1 次選抜合格者に対し，研究成果の発表等の面接により，第 2 次選抜合格者を決定  

します。 

③ 第 2 次選抜合格者のうち，平成 31 年度大学入試センター試験で下記の指定教科・科目

を  受験し，指定教科・科目の総得点（配点合計）が 70％に達した者を最終合格者と

して決定   します。 

大学入試センター試験の指定教科・科目 

指 定 教 科 ・ 科 目 指定科目数 配点 

数 学 
数学Ⅰ・数学Ａ １科目 100 

合計 

800 

数学Ⅱ・数学Ｂ １科目 100 

理 科 
物理 １科目 200 

化学 １科目 200 

外 国 語 

英語（筆記＋リスニング）， 

ドイツ語，フランス語，中国語， 

韓国語 

１科目 200 

 

出願期間 平成 30年 11月初旬（予定） 

選抜期日 
第 1次選抜：書類選考〔平成 30 年 11月上旬（予定）〕 

第 2次選抜：平成 30年 11月中旬（予定） 

合格者発表 

平成 31年 2 月上旬（予定） 

〔第 1次選抜合格者の発表：平成 30年 11 月上旬（予定 結果は郵送）〕 

〔第 2次選抜合格者の発表：平成 30年 12 月上旬（予定 結果は郵送）〕 

その他 

研究成果の発表方式； 

一人当たり 20～30 分の面接時間の前半 10分で研究成果の発表を行い，後半で質疑応答を 

行います。研究成果の発表方式は自由ですが，出願時に方式の申告が必要となります。詳細

は平成 31年度工学部総合工学科（物質科学コース）ＡＯ入試学生募集要項で公表します。 
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ＡＯ入試（理数大好き学生選抜―方式Ⅱ） 

募集人員 
総合工学科（物質科学コース）※10名 

※募集人員 10 名は前述の 方式Ⅰ との合計 

出願資格 

次の①～②の全ての要件を満たす者 

① 高等学校（中等教育学校を含む）を卒業した者及び平成 30 年 3 月卒業見込みの者及

び平成 31年 3月卒業見込みの者（学校教育法施行規則第 93条第 3項の規定に基づき平

成 30 年度中に高等学校を卒業又は卒業見込みの者） 

② 高校生を対象とした個人研究で，著名な国際科学コンクールの日本代表又はそれに 

準ずる成績をおさめた者 

(注)“著名な国際科学コンクールの日本代表又はそれに準ずる成績をおさめた者”に関

する具体例としては下記のような賞があります。 

国際学生科学技術フェア（Intel ISEF）の日本代表を決める際の選出対象となる下記の

賞 

１）日本学生科学賞 入賞者（内閣総理大臣賞，文部科学大臣賞，環境大臣賞，科学技術

政策担当大臣賞，全日本科学教育振興委員会賞，読売新聞社賞，科学技術振興機構賞，   

日本科学未来館賞，旭化成賞，読売理工学院賞，優秀賞）など 

２）高校生科学技術チャレンジ グランドアワード 3 賞（文部科学大臣賞，科学技術政策  

担当大臣賞，科学技術振興機構賞），特別協賛社賞（富士通賞），協賛社賞（花王賞，

JFEスチール賞），主催者賞（朝日新聞社賞），特別奨励賞，審査委員奨励賞など 

選抜方法等 
出願時に提出された書類（調査書，志望理由書，研究成果報告書等）並びに研究発表，面

接及び口頭試問により，総合判定のうえ合格者を決定します。 

出願期間 平成 30年 11月初旬（予定） 

選抜期日 平成 30年 11月中旬（予定） 

合格者発表 平成 30年 12月上旬（予定） 

その他 

研究成果の発表方式； 

一人当たり 20～30 分の面接時間の前半 10分で研究成果の発表を行い，後半で質疑応答を

行います。研究成果の発表方式は自由ですが，出願時に方式の申告が必要となります。詳細

は平成 31年度工学部総合工学科（物質科学コース）ＡＯ入試学生募集要項で公表します。 

 

 

 

 

 

＜理数大好き学生選抜＞ 

平成 31年度入学者選抜から以下のとおり変更します。 

 

1.工学部 

総合工学科（物質科学コース）における理数大好き学生選抜（募集人員：若干名）を廃止します。 

 

 

 

 

 

＜経済学特進プログラム選抜＞ 

平成 31年度入学者選抜から以下のとおり変更します。 

 

1.法政経学部 

法政経学科における経済学特進プログラム選抜（募集人員：若干名）を廃止します。 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

＜社会人入試＞ 

平成 31年度入学者選抜から以下のとおり変更します。 

 

1.園芸学部 

緑地環境学科における社会人入試（募集人員：若干名）を廃止します。 

 

2.看護学部 

 看護学科における社会人入試の選抜方法を，以下のとおり変更します。 

 【変更前】 
（選抜方法） 
 入学者の選抜は，大学入試センター試験を免除し，小論文，英語（※），面接及び出願調書の内容により総合

判定のうえ合格者を決定します。 
 ※英語については TOEIC のスコアを用いることとします。 
 
【変更後】 
（選抜方法） 

入学者の選抜は，小論文，英語（※），面接及び出願調書の内容により総合判定のうえ合格者を決定します。

（大学入試センター試験は免除します。） 
※英語については，TOEIC L&R，TOEFL-iBT，GTEC-CBT，IELTS のスコア及び実用英語技能検定の級のう

ち，提出された１つを用いることとします。 
 
出願書類には以下のものが必要になります。 
英語スコア証明書（TOEIC 
L&R ， TOEFL-iBT ，

GTEC-CBT，IELTS）又は実

用英語技能検定の合格証明書

のうちいずれか一つの原本 

提出可能なスコア証明書等は，平成２８年８月以降に受験し

たものとします。必ず事前に公式サイトで詳細を確認してく

ださい。これらのスコア証明書等が送られてくるまで一ヶ月

かかる場合があるので，出願期間までに余裕をもってこれら

の試験を受験しておいてください。 
なお，提出されたスコア証明書等の原本は，受験票送付時に

返却します。 
注）１ TOEIC-IP のスコアは認めません。 
  ２ 提出するスコア証明書等は原本のみとし，コピーは 
    認めません。 
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＜先進科学プログラム＞ 

１．先進科学プログラム 4月入学（春飛び入学）学生選抜（方式Ⅱ） 

平成 31年度入学者選抜から，募集分野［学部・学科・コース］等を以下のとおり変更します。 

 

【変更後】                     【変更前】 

募集分野［学部・学科・コース］  募集分野［学部・学科・コース］ 

 

・物理学関連分野［理学部 物理学科］ 

・化学関連分野［理学部 化学科］ 

・生物学関連分野［理学部 生物学科］ 

・工学関連分野 

［工学部 総合工学科（建築学コース）］ 

［工学部 総合工学科（都市環境システムコース）］ 

［工学部 総合工学科（デザインコース）］ 

［工学部 総合工学科（機械工学コース）］ 

［工学部 総合工学科（医工学コース）］ 

［工学部 総合工学科（電気電子工学コース）］ 

［工学部 総合工学科（物質科学コース）］ 

［工学部 総合工学科（共生応用化学コース）］ 

［工学部 総合工学科（情報工学コース）］ 

・植物生命科学関連分野［園芸学部 応用生命化学科］ 

・人間科学関連分野［文学部 人文学科（行動科学コース）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

← 

 

・物理学関連分野［理学部 物理学科］ 

・化学関連分野［理学部 化学科］ 

 

・工学関連分野 

［工学部 総合工学科（建築学コース）］ 

［工学部 総合工学科（都市環境システムコース）］ 

［工学部 総合工学科（デザインコース）］ 

［工学部 総合工学科（機械工学コース）］ 

［工学部 総合工学科（医工学コース）］ 

［工学部 総合工学科（電気電子工学コース）］ 

［工学部 総合工学科（物質科学コース）］ 

［工学部 総合工学科（共生応用化学コース）］ 

［工学部 総合工学科（情報工学コース）］ 

・植物生命科学関連分野［園芸学部 応用生命化学科］ 

・人間科学関連分野［文学部 人文学科（行動科学コース）］ 

 

 

【変更後】                     【変更前】 

 

 

 

 

 

出願資格等  出願資格等 

 

学校教育法第 90条第 1項又は同条第 2項の規定によ

り大学入学資格を有する者で，次の二つの要件を満た

し，高等学校長等が責任をもって推薦するもの 

① 平成 31年 3月 31日において年齢が満 17才以下の

者（高等学校卒業程度認定試験合格者は満 17歳の者） 

② 次の分野のいずれかに該当する者 

・物理学関連分野：物理学に関して優れた資質を有し，

その探究を志す者 

・化学関連分野：化学に関して優れた資質を有し，その

探究を志す者 

・生物学関連分野：生物学に関して優れた資質を有し，

その探究を志す者 

・工学関連分野：工学に関して優れた資質を有し，その

探究を志す者 

・植物生命科学関連分野：植物生命科学に関して優れた

資質を有し，その探究を志す者 

・人間科学関連分野：人間科学に関して優れた資質を有

し，その探究を志す者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

← 

 

学校教育法第 90条第 1項又は同条第 2項の規定によ

り大学入学資格を有する者で，次の二つの要件を満た

し，高等学校長等が責任をもって推薦するもの 

① 平成 31年 3月 31日において年齢が満 17才以下の

者（高等学校卒業程度認定試験合格者は満 17歳の者） 

② 次の分野のいずれかに該当する者 

・物理学関連分野：物理学に関して優れた資質を有し，

その探究を志す者 

・化学関連分野：化学に関して優れた資質を有し，その

探究を志す者 

 

 

・工学関連分野：工学に関して優れた資質を有し，その

探究を志す者 

・植物生命科学関連分野：植物生命科学に関して優れた

資質を有し，その探究を志す者 

・人間科学関連分野：人間科学に関して優れた資質を有

し，その探究を志す者 
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【選抜方法等】 

提出された書類（自己推薦書，推薦書及び調査書）並びに前期日程の筆記試験（受験科目は分野・学科別に指定）

の結果により，第 1次判定合格者を決定します。さらに，第 1 次判定合格者に対して面接（人間科学関連分野は課

題論述及び面接）を行い，総合判定のうえ合格者を決定します。 

 なお，志望する分野に関連する物理，化学，生物，数学，情報分野などの科学技術コンテスト等における実績（自

己推薦書に記入のこと）がある場合には，その実績を総合判定において評価します。 

 

【変更後】                     【変更前】 

出題教科・科目等  出題教科・科目等 

 

物理学関連分野 

（理学部 物理学科） 

・数学（数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学 A・数学 B） 

・理科（「物理基礎・物理」，「化学基礎・化学」） 

・外国語（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） 

 

化学関連分野 

（理学部 化学科） 

・数学（数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学 A・数学 B） 

・理科（「化学基礎・化学」）（「物理基礎・物理」，「生物基礎・ 

生物」から事前に一つ選択） 

・外国語（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） 

 

生物学関連分野 

（理学部 生物学科） 

・数学（数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学 A・数学 B） 

・理科（「生物基礎・生物」）（「物理基礎・物理」，「化学基礎・ 

化学」から事前に一つ選択） 

・外国語（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） 

 

工学関連分野 

（工学部 総合工学科 全コース） 

・数学（数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学 A・数学 B） 

・理科（「物理基礎・物理」，「化学基礎・化学」） 

・外国語（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） 

 

植物生命科学関連分野 

（園芸学部 応用生命化学科） 

・数学（数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学 A・数学 B） 

・理科（「化学基礎・化学」，「生物基礎・生物」） 

・外国語（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） 

 

人間科学関連分野 

（文学部 人文学科（行動科学コース）） 

・国語（国語総合・国語表現・現代文 A・現代文 B・古典 A・ 

 古典 B） 

・数学（数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学 A・数学 B） 

・外国語（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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

← 

 

物理学関連分野 

（理学部 物理学科） 

・数学（数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学 A・数学 B） 

・理科（「物理基礎・物理」，「化学基礎・化学」） 

・外国語（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） 

 

化学関連分野 

（理学部 化学科） 

・数学（数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学 A・数学 B） 

・理科（「化学基礎・化学」）（「物理基礎・物理」，「生物基礎・ 

 生物」から事前に一つ選択） 

・外国語（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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工学関連分野 

（工学部 総合工学科 全コース） 

・数学（数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学 A・数学 B） 

・理科（「物理基礎・物理」，「化学基礎・化学」） 

・外国語（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） 

 

植物生命科学関連分野 

（園芸学部 応用生命化学科） 

・数学（数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学 A・数学 B） 

・理科（「化学基礎・化学」，「生物基礎・生物」） 

・外国語（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） 

 

人間科学関連分野 

（文学部 人文学科（行動科学コース）） 

・国語（国語総合・国語表現・現代文 A・現代文 B・古典 A・ 

 古典 B） 

・数学（数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学 A・数学 B） 

・外国語（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） 

 

 


