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平成２９年度長崎県立大学一般入試（前期日程・後期日程）について

標記入学試験を下記のとおり実施しますのでお知らせいたします。
記
１． 入 試 名

平 成２９ 年度 長崎 県立大 学 一 般入試（ 前期日 程・後 期日程）

２． 入試期 日
前期日程：平成２９年２月２５日（土）
・経営学部
１０：００～１１：３０（英語）
・地域創造学部
１０：００～１１：３０（英語または数学）
・国際社会学部
１０：００～１１：３０（英語）
・情報システム学部 １０：００～１１：３０（数学）
・看護栄養学部
看護学科
１０：００～１１：３０（小論文）
１２：３０～
（面接）
栄養健康学科
１０：００～１１：３０（化学基礎・化学）
後期日程：平成２９年３月１２日（日）
・経営学部
１０：００～１１：３０（小論文）
・地域創造学部
１０：００～１１：３０（小論文）
・国際社会学部
１０：００～１１：３０（英語）
・情報システム学部 １０：００～１１：３０（数学）
・看護栄養学部
看護学科
１０：００～１１：３０（小論文）
１２：３０～
（面接）
栄養健康学科
１２：３０～
（面接）
３． 試験場
・経営学 部、地 域創造 学部
長 崎県立 大学佐 世保校（ 佐世保 市川下 町１２３ ）
・国際社 会学部 、情報 システム 学部、 看護栄 養学部
長崎県 立大学 シーボ ルト校（ 西彼杵 郡長与 町まなび 野１－ １－１ ）
４． 報道関 係の窓 口
報道 関係者 への対応 （試験 に関す る問い合 わせ等 ）は、 次の広報 担当者 が行い ます。
佐世 保校 （ 経営学部 、地域 創造学 部）
学生支 援課長
浦 上 達也
〔連絡先 ：℡０ ９５６ －４７－ ５７０ ３（直 通）〕

シーボル ト校 （ 国際社 会学部、 情報シ ステム 学部、看 護栄養 学部）
学生支援 課長
﨑野 義人
〔連 絡先： ℡０９５ －８１ ３－５ ０６５（ 直通） 〕
５． 試験場 での取 材につい て
（１ ）試 験場 での 取材 につ いて は、 下記 日時 まで に広 報担 当者 へ事 前申 し込 みを して 、許 可
を得てく ださい 。
・前期日 程：２ 月２４ 日（金） １７時
・後期日 程：３ 月１０ 日（金） １７時
（２）入 構の際 は各社 記者章を 提示し 、腕章 等で報道 関係者 である ことを明 示願い ます。
（３）当 日は９ 時３０ 分までに 控室に 入構し てくださ い。
（４ ）控 室に つい ては 佐世 保校 ：本 館２ 階２ ０６ 教室 に設 定し てお りま す。 シー ボル ト校 は
総合案内 にお越 しくだ さい。
６． 試験室 内での 撮影につ いて
（１）指 定する 試験室 に限り、 筆記試 験の試 験開始前 にテレ ビ、写 真の撮影 を許可 します 。
（２）（ １）の 「試験 室」にお ける撮 影は、 ９時４０ 分～９ 時５０ 分の間と します 。
（３ ）撮 影に 当た って は、 受験 者に 動揺 を与 えな いよ うに する とと もに 、必 ず広 報担 当者 の
指示に従 ってく ださい 。
（４）受 験者が 特定で きるよう な撮影 は、絶 対に避け てくだ さい。
※受験 者の前 方からの 撮影は 禁止し ます。
（５）指 定する 試験室 以外への 立ち入 りはご 遠慮願い ます。
７． 不測の 事態発 生時の取 材につ いて
不測の 事 態が発生 して試 験が中 止された 場合な どにお いても、 必ず広 報担当 者の指示
に従 ってく ださい。
８． 試験問 題の配 付につい て
試験問 題は 試験終了 後、次 の場所 にて配付 します 。
佐世保校
本館２階 試験場 本部
シーボル ト校
本部棟２ 階試験 場本部

