
2020年 3月 23日 

福井工業大学 

 

令和 3(2021)年度入学者選抜について（第４報） 

 

 

1.入試区分･入試名称について 

令和 2(2020)年度入試まで 令和 3(2021)年度入試以降 

入試名称 選抜名称 

(一般入試) 

一般入試 

センター試験利用入試 

(一般選抜) 

一般選抜  

大学入学共通テスト利用選抜 

(推薦入試) 

専門･総合学科推薦入試 

スポーツ･吹奏楽推薦入試 

指定校推薦入試 

附属高校推薦入試 

自己推薦入試 

同窓推薦入試 

(学校推薦型選抜) 

専門･総合学科推薦選抜 

総合型選抜へ移行 

指定校推薦選抜 

附属高校推薦選抜 

公募制推薦選抜 

総合型選抜へ移行 

(AO入試) 

AO入試 

(総合型選抜) 

目的意識評価型選抜 

スポーツ実績評価型選抜 

同窓子女選抜 

(その他の入試) 

編入学試験 

社会人入試 

私費外国人留学生入試 

(その他の選抜) 

編入学選抜 

社会人選抜 

私費外国人留学生選抜 

 

 

2.一般選抜について 

高等学校や中等教育学校等で学習した知識･技能を､学力試験に基づき､専門職業人として求められる

豊かな学識を有しているかについて評価します。 

 

＜令和３（2021）年度 一般選抜 受験指定科目＞ 

全学部において英語を必須とし､令和２(2020)年度入試の２科目型入試から３科目型入試に変更します。

令和２(2020)年度入試から引き続き、論理的思考力･判断力・表現力を評価するため､すべての科目にお

いて記述試験を課します｡ 

 

 



[工学部]  [環境情報学部 環境食品応用化学科]  

１時限は１２０分で数学と､①～③の 3科目から 1科目を選択して解答。 

時間割 教科･科目 出題範囲 試験時間 

1時限 

数学(必須) 

「数学Ⅰ」､「数学Ⅱ」 

「数学Ａ（場合の数と確率･図形の性質）」 

「数学Ｂ（数列･ベクトル）」 
120分 

理
科 

① 物理 「物理基礎、物理」 

② 化学 「化学基礎、化学」 

③ 生物 「生物基礎、生物」 

2時限 英語(必須) 「コミュニケーション英語Ⅰ」「コミュニケーション英語Ⅱ」「英語表現Ⅰ」 60分 

 

[環境情報学部 経営情報学科 デザイン学科]  [スポーツ健康科学部] 

１時限は 120分で①～⑤の 5科目から 2科目を選択して解答。 

時間割 教科･科目 出題範囲 試験時間 

１時限 

①数学 
「数学Ⅰ」､「数学Ⅱ」 

「数学Ａ（場合の数と確率･図形の性質」 「数学Ｂ（数列･ベクトル）」 

120分 理
科 

②物理 「物理基礎、物理」 

③化学 「化学基礎、化学」 

④生物 「生物基礎、生物」 

⑤国語 「国語総合（古文･漢文を除く）」 

2時限 英語（必須） 「コミュニケーション英語Ⅰ」「コミュニケーション英語Ⅱ」「英語表現Ⅰ」 60分 

 

＜一般選抜の方式について＞ 

 

一般選抜 A方式 均一配点型 

選択したそれぞれの科目[100点満点]の合計[300点満点]および出願書類により総合的に選考します｡ 

 

一般選抜 B方式 英語重視型 

選択した3科目の中から英語を2倍した点数[200点満点]と、それ以外の科目[100点満点]×2科目[200

点満点]の合計[400点満点]および出願書類により総合的に選考します｡ 

 

一般選抜 C方式 数学重視型 

選択した3科目の中から数学を2倍した点数[200点満点]と、それ以外の科目[100点満点]×2科目[200

点満点]の合計[400点満点]および出願書類により総合的に選考します｡ 

 

 

3.大学入学共通テスト利用選抜について 

高等学校や中等教育学校等で学習した知識･技能を､大学入学共通テスト成績に基づき､専門職業人と

して求められる豊かな学識を有しているかについて評価します。 

 



＜令和３(2021)年度大学入学共通テスト利用選抜 受験指定科目＞ 

 

[工学部]  [環境情報学部 環境食品応用化学科] 

教科 科目 

数学（必須） ①｢数学Ⅰ」 ②「数学Ⅰ･数学Ａ」 ③「数学Ⅱ」 ④「数学Ⅱ･数学Ｂ」 

外国語(必須) ⑤英語 

理科 
⑥「物理基礎」 ⑦「化学基礎」 ⑧「生物基礎」 ⑨「地学基礎」 

⑩「物理」    ⑪「化学」    ⑫「生物」    ⑬「地学」 

数学、英語は必須。数学は①～④の高得点科目を採用。理科は⑥～⑬の高得点科目を採用｡各科目 100

点満点の 300点満点で判定する。※理科において基礎を付した科目は 2科目で 1科目として扱う。 

英語についてはリーディング[100点満点]＋リスニング[100点満点]の合計[200点満点]を[100点満点]に

換算する｡ 

 

[環境情報学部 経営情報学科 デザイン学科]  [スポーツ健康科学部]  

教科 科目 

外国語(必須) ①「英語」 

数学 
②｢数学Ⅰ」    ③「数学Ⅰ･数学Ａ」  ④「数学Ⅱ」     ⑤「数学Ⅱ･数学Ｂ」 

⑥「簿記･会計」  ⑦「情報関係基礎」 

理科 
⑧「物理基礎」   ⑨「化学基礎」     ⑩「生物基礎」   ⑪「地学基礎」 

⑫「物理」      ⑬「化学」        ⑭「生物」      ⑮「地学」 

国語 ⑯「国語」 

地理歴史･公民 
⑰「日本史Ａ」   ⑱「日本史Ｂ」      ⑲「世界史Ａ」    ⑳「世界史Ｂ」 

21「地理Ａ」     22｢地理Ｂ｣       23「政治･経済」 

英語は必須。②～23の高得点 2科目を採用し、各科目を 100点満点の合計 300点満点で判定する｡ 

※理科において基礎を付した科目は 2科目で 1科目として扱う。 

※英語についてはリーディング[100点満点]＋リスニング[100点満点]の合計[200点満点]を[100点満点]

に、国語については[200点満点]を[100点満点]にそれぞれ換算する｡ 

 

4.調査書の取り扱いについて 

令和３(2021)年度入試一般選抜において､調査書の記載内容を合否判定には活用しません｡出願時に

提出された調査書等については、入学後の教育の参考資料として活用することがあります｡ 

 

5.JEP(Japan e Portfolio)等の eポートフォリオの取り扱いについて  

令和３(2021)年度入試は､JEP等の記載内容を合否判定には活用しません。 

 



6.英語の資格･検定試験の活用について  

英語の 4 技能(「読む」「聞く」「話す」「書く」)を適切に評価するため､2020 年度入学者選抜を踏襲し、入

学者選抜において、民間事業者が行う資格・検定試験の結果を活用します｡詳細については下記のとおりで

す｡ 

＜活用予定の資格･検定試験について＞ 

下記の資格･検定試験を対象とします。 

1.実用英語技能検定   2.GTEC       3.TOEIC L＆R         4.TOEFL iBT 

＜活用内容について＞ 

 専門･総合学科推薦選抜､公募制推薦選抜、総合型選抜目的意識評価型の受験者で､上記資格･検定

試験において､本学が定める資格､成績を有する受験者に対して､入学試験の評価に加点を行います｡ 

＜出願資格としての活用について＞ 

 令和３(2021)年度入試は､英語の資格･検定試験を出願資格としては活用しません。 

 

7.令和２(2020)年度入試までの AO入試､推薦入試の見直しについて 

 総合型選抜､学校推薦型選抜については、学力の 3要素を評価する選抜内容に変更します。 

 

(1)総合型選抜 

目的意識評価型選抜 

目的意識評価型選抜では､本学の教育目標とアドミッションポリシーを理解し､強い学習意欲と目的意識を

持ち入学を希望する者の中から、学力試験では判断し得ない能力について､多面的、総合的に評価すること

を目的としています｡志望理由書､調査書､プレゼンテーションを含む面接等に基づき､知識や技能、自主的に

課題を解決する能力や､目標を持って意欲的に学ぶことのできる向学心、地域社会や国際社会に知的･技

術的貢献しようという志を持っているかについて評価します。 

[選考方法･配点] 

プレゼンテーションを含む面接[100点]､調査書[50点](全体の学習成績の状況を 10倍)の合計[150点満

点]と出願書類により総合的に選考｡ 

 

スポーツ実績評価型選抜 

スポーツ実績評価型選抜では､本学の教育目標とアドミッションポリシーを理解し､高等学校時にクラブ活

動に情熱を注ぎ､強い学習意欲と目的意識を持ち入学を希望する者の中から、学力試験では判断し得ない

能力について､多面的、総合的に評価することを目的としています｡志望理由書､調査書､プレゼンテーション

を含む面接､課外活動の実績等に基づき､知識や技能、自主的に課題を解決する能力や目標を持って意欲

的に学ぶことのできる向学心、地域社会や国際社会に知的･技術的貢献しようという志を持っているかにつ

いて評価します。 

[選考方法･配点] 

プレゼンテーションを含む面接[100 点]､クラブ実績[50 点]､調査書[50 点](全体の学習成績の状況を 10

倍)の合計[200点満点]と出願書類により総合的に選考｡ 

 



(2) 学校推薦型選抜 

専門･総合学科選抜  

専門・総合学科選抜は、各学科の専門分野に強い関心を持ち入学を希望する者の中から、高等学校も

しくは中等教育学校で学んだ専門性を活かし､本学を志望する目的意識、専門分野の学問への適性等を多

面的､総合的に評価し、各学科にふさわしい者を選抜することを目的とします。 

志望理由書､調査書､基礎学力検査､面接等に基づき知識や技能、自主的に課題を解決する能力や目標を

持って意欲的に学ぶことのできる向学心、地域社会や国際社会に知的･技術的貢献しようという志を持って

いるかについて評価します。 

[選考方法･配点] 

基礎学力検査[50点]､面接[100点]の合計[150点満点]と出願書類により総合的に選考｡ 

 

公募制推薦選抜 

公募制推薦選抜は、各学科の専門分野に強い関心を持ち入学を希望する者の中から、高等学校もしくは

中等教育学校で学んだことや取り組み、本学を志望する目的意識、専門分野への適性等を多面的､総合的

に評価し、各学科にふさわしい者を選抜することを目的とします。 

志望理由書､調査書､基礎学力検査､面接等に基づき知識や技能、自主的に課題を解決する能力や目標を

持って意欲的に学ぶことのできる向学心、地域社会や国際社会に知的･技術的貢献しようという志を持って

いるかについて評価します。                                   

[選考方法･配点] 

基礎学力検査[100点]､面接[50点]の合計[150点満点]と出願書類により総合的に選考｡ 

 

8.選抜毎の学力の 3要素の評価方法について 

区分 選抜名称 
学力の 3要素 

知識･技能 思考力･判断力･表現力､主体性等 

総合型選抜 

目的意識評価型選抜 
･プレゼンテーション 

･資格証明書等 

･志望理由書 

･プレゼンテーション 

･面接 

･調査書 

スポーツ実績評価型選抜 

･プレゼンテーション 

･クラブ活動等実績 

･資格証明書等 

･志望理由書 

・プレゼンテーション 

･面接 

･調査書 

･学校長からの推薦書 

学校推薦型 

選抜 

公募制推薦選抜 

専門･総合学科選抜 

･基礎学力検査（数学･英語） 

･資格証明書等 

・志望理由書 

･面接 

･調査書 

・学校長からの推薦書 



区分 選抜名称 
学力の 3要素 

知識･技能 思考力･判断力･表現力､主体性等 

一般選抜 

一般選抜 ･本学独自の筆記試験 ･本学独自の筆記試験 

大学共通テスト利用入試 ･大学入学共通テストの成績 ･大学入学共通テストの成績 

 

9.その他の選抜について 

編入学選抜、社会人選抜、私費外国人留学生選抜については､原則として 2020 年度入試を踏襲するこ

とを基本とします。 

  

※上記予告に関しては、今後変更となる可能性があります。変更が生じた場合は、随時本学ホーム

ページにてお知らせいたします。 

 

以上 

 

       

 

                       

                         <本件に関する問い合わせ先> 

福井工業大学 入学センター入試広報課 

℡0776-29-7871(直通) 

 


