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平成１８年度大学入試センター試験の実施について

  報道機関各位

平成１８年１月４日 

国立大学法人 広島大学 

情報化推進部広報課長 

平成１８年度大学入試センター試験の実施について

 

　１月２１日（土）・２２日（日）に、平成１８年度大学入試センター試験を実施しますので

お知らせいたします。 

　なお、取材につきましては、２０日（金）・２１日（土）にお受けいたしますので、別紙「平

成１８年度大学入試センター試験に係る報道関係者の取材要領」によりお願いいたし

ます。

平成１８年度大学入試センター試験に係る報道関係者の取材要領

 

【お問い合わせ先】 

広島大学入学センター 

入試・企画実施グループ入試課長　細木健二 

TEL：０８２−４２４−６１７１
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平成１８年度大学入試センター試験に係る報道関係者の取材要領

 

　本学では、受験生が静穏な環境のもの大学入試センター試験が円滑に実施できる

よう、報道関係の取材については、以下のとおりとしますので、ご協力方よろしくお願

いします。

１．取材日時、場所等について

区分 試験場設営 試験当日

日時
１月２０日（金） 

１４時３０分から１５分以内

１月２１日（土） 

９時１０分から１０分以内

場所

法学部・経済学部 

第２試験室（１５５講義室） 

東広島市鏡山１−２−１

理学部 

第１試験室（Ｅ１０２講義室） 

東広島市鏡山１−３−１

　上記の取材については、大学関係者の指示に従っていただくようお願いします。また、

時間は厳守していただくよう併せてお願いします。

２．試験場での取材について

 

　受験生、同伴者、本学教職員及びあらかじめ許可された者以外の入構規制をしてい

ます。報道関係者の出入構等については、次のとおりお願いします。 

（１）出入構及び取材の際は、社名入りの腕章等で報道関係者であることを明示願い

ます。 

（２）自動車等で出入構の際は、社旗等で報道関係者であることを明示願います。

３．試験室内での撮影について

 

（１）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、必ず大学関係者

の指示に従ってください。 

（２）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。 

（３）特定する試験室以外の「試験室」及び「試験室のある建物」への立ち入りはご遠慮

願います。

４．その他受験者等への取材について

 
　取材に当たっては、受験生に動揺を与えないよう配慮するとともに、必ず本人の了解

を得てから行ってください。

５．不測の事態発生時の取材

 
　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、必ず大学関係者の

指示に従ってください。

６．問題冊子及び科目別正解の発表について

 
（１）問題冊子及び解答用紙は、各試験時間終了後に配布します。配布場所は、広島

大学本部記者室（本部２階）です。（東広島市鏡山１−３−２）

第１日　１月２１日（土）

公民 地理歴史 国語 外国語
英語 

リスニング

１０：３０ 

以降

１２：１５ 

以降

１４：５０ 

以降

１６：５５ 

以降

１８：４０ 

以降

第２日　１月２２日（日）

理科(1) 数学(1) 数学(2) 理科(2) 理科(3)

１０：３０ 

以降

１２：１５ 

以降

１４：３０ 

以降

１６：１５ 

以降

１８：００ 

以降

 
（２）正解の発表は、試験終了後、大学入試センターにおいて文部科学省記者会に対

して行います。
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７．受験状況の発表について

 
　受験状況（広島大学担当分）については、広島大学本部記者室（本部２階）におい

て、下記の時間に資料を配布します。

第１日　１月２１日（土）

公民 地理歴史 国語 外国語
英語 

リスニング

１０：２０ 

以降

１５：４５ 

以降

１６：３５ 

以降

１８：４５ 

以降

第２日　１月２２日（日）

理科(1) 数学(1) 数学(2) 理科(2) 理科(3)

１３：００ 

以降

１５：１５ 

以降

１８：１５ 

以降

８．報道関係への窓口について

  　試験に関する問い合わせに等は、下記にお願いします。

広島大学入試課長　細木健二 

ＴＥＬ：０８２−４２４−６１７１
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