
２　口頭による開示請求

試験、選抜又は選考の名称 開示の内容 担当課室所 件数

准看護師試験 総合得点
保健医療局
医務課

64

毒物劇物取扱者試験 総合得点及び科目別得点
保健医療局
医薬安全課

5

クリーニング師試験 総合得点及び科目別得点
保健医療局
生活衛生課

16

ふぐ処理師試験 科目別得点
保健医療局
生活衛生課

18

製菓衛生師試験 総合得点及び科目別得点
保健医療局
生活衛生課

9

名古屋高等技術専門校入校選考試験 筆記試験の科目別得点
労働局
産業人材育成課

5

技能検定試験（30年度後期） 科目別得点
労働局
産業人材育成課

62

技能検定試験（31年度前期） 科目別得点
労働局
産業人材育成課

131

技能検定試験（31年度後期） 科目別得点
労働局
産業人材育成課

137

平成31年度職業訓練指導員試験 科目別得点
労働局
産業人材育成課

6

平成30年度採石業務管理者試験 総合得点及び科目別得点
建設局
砂防課

4

平成30年度砂利採取業務主任者試験 総合得点及び科目別得点
建設局
砂防課

2

愛知県公立高等学校入学者選抜（県立高
等学校）（平成31年度）

学力検査の得点合計及びその
科目別得点

各県立高等学校 93

愛知県公立高等学校入学者選抜（県立高
等学校）（令和2年度）

学力検査の得点合計及びその
科目別得点

各県立高等学校 23

愛知県立特別支援学校高等部入学者選考
（令和2年度）

学力検査の得点合計及びその
科目別得点

各県立盲学校、
聾学校及び特別
支援学校

25

平成31年度第１回愛知県職員採用候補者
試験（第１次試験結果）

総合得点、試験科目別得点及び
総合順位

人事委員会 43
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平成31年度第１回愛知県職員採用候補者
試験（最終）

総合得点、試験科目別得点及び
総合順位

人事委員会 239

平成31年度第1回愛知県警察職員採用候
補者試験(第1次試験結果）

総合得点、試験科目別得点及び
総合順位

人事委員会 1

令和元年度第2回愛知県職員採用候補者
試験（第１次試験結果）

総合得点、試験科目別得点及び
総合順位

人事委員会 2

令和元年度第2回愛知県職員採用候補者
試験（最終結果）

総合得点、試験科目別得点、試
験科目別判定及び総合順位

人事委員会 10

令和元年度第2回愛知県警察職員採用候
補者試験(第1次試験結果）

総合得点、試験科目別得点及び
総合順位

人事委員会 3

令和元年度民間企業等職務経験者を対象
とした愛知県職員採用候補者試験(第1次
試験結果)

総合得点、試験科目別得点及び
総合順位

人事委員会 54

令和元年度民間企業等職務経験者を対象
とした愛知県職員採用候補者試験(第2次
試験結果)

総合得点、試験科目別得点、試
験科目別判定及び総合順位

人事委員会 34

令和元年度民間企業等職務経験者を対象
とした愛知県職員採用候補者試験(最終結
果)

総合得点、試験科目別得点、試
験科目別判定及び総合順位

人事委員会 12

令和元年度社会人を対象とした愛知県職
員採用候補者試験（第1次試験結果）

総合得点、試験科目別得点、試
験科目別判定及び総合順位

人事委員会 24

令和元年度社会人を対象とした愛知県職
員採用候補者試験（最終結果）

総合得点、試験科目別得点、試
験科目別判定及び総合順位

人事委員会 11

令和元年度愛知県市町村立小中学校職員
採用候補者試験（第１次結果）

総合得点、試験科目別得点及び
総合順位

人事委員会 7

令和元年度愛知県市町村立小中学校職員
採用候補者試験（最終結果）

総合得点、試験科目別得点、試
験科目別判定及び総合順位

人事委員会 19

愛知県警察官(A)採用候補者試験 試験結果 警察本部 95

愛知県警察官(Ｂ)採用候補者試験 試験結果 警察本部 81

第1回愛知県警察職員採用候補者試験 試験結果 警察本部 3

第2回愛知県警察職員採用候補者試験 試験結果 警察本部 1

愛知県立大学入学試験(一般試験）

大学入試センター試験の科目別得点
(大学が合否判定に用いる教科・科目に
限る。）及びその合格点、個別学力検査
の科目別得点

愛知県立大学 14
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愛知県立大学入学試験 特別選抜
（社会人・帰国生徒・外国人留学生）

学力検査の科目別得点及び小
論文の得点

愛知県立大学 1

愛知県立大学入学試験（特別入試・推薦）
看護学部

小論文の得点 愛知県立大学 4

愛知県立大学入学試験（特別入試・推薦）
日本文化学部・教育福祉学部

小論文の得点 愛知県立大学 3

愛知県立大学大学院入学試験
H31年度入学大学院国際文化研究科（秋
季）

学力検査の科目別得点及び口
述試験の評価

愛知県立大学 3

愛知県立大学大学院入学試験
H31年度入学大学院人間発達学研究科
（秋季）

学力検査の科目別得点及び口
述試験の評価

愛知県立大学 4

愛知県立大学大学院入学試験
H31年度入学大学院情報科学研究科（秋
季）

学力検査の科目別得点及び口
述試験の評価

愛知県立大学 6

愛知県立大学大学院入学試験
R2年度入学大学院国際文化研究科、人間
発達学研究科、情報科学研究科（春季）

学力検査の科目別得点及び口
述試験の評価　※博士前期及び
後期課程

愛知県立大学 3

愛知県立芸術大学入学試験　(美術学部一
般入試）

大学入試センター試験の科目別得点及
びその合計点、個別学力検査の科目別
得点及びその合計点、総合得点並びに
総合ランク及び順位

愛知県立芸術大
学

165

愛知県立芸術大学入学試験　(音楽学部一
般入試）

大学入試センター試験の科目別得点及
びその合計点、個別学力検査の科目別
得点、専攻別実技試験のランク、総合
得点、総合得点による順位

愛知県立芸術大
学

11

愛知県立芸術大学入学試験　(美術学部自
己推薦特別入試）

科目別得点、総合得点並びに総合ラン
ク及び順位

愛知県立芸術大
学

17

愛知県立芸術大学入学試験　(音楽学部推
薦入試・自己推薦特別入試）

科目別得点、総合得点並びに総合ラン
ク及び順位

愛知県立芸術大
学

20

愛知県立芸術大学大学院入学試験（美術
研究科前期）

科目別得点、総合得点並びに総
合ランク及び順位

愛知県立芸術大
学

1

愛知県立芸術大学大学院入学試験（美術
研究科後期）

科目別得点、総合得点並びに総
合ランク及び順位

愛知県立芸術大
学

2

愛知県立芸術大学大学院入学試験（音楽
研究科前期）

科目別得点並びに専攻別実技
試験及び面接試験のランク

愛知県立芸術大
学

26

愛知県立大学入学試験（一般入試）看護学
部

大学入試センター試験の科目別
得点及び個別学力検査の科目
別得点

愛知県立大学 2

愛知県立大学入学試験（大学入試センター
試験を課さない・愛知県内枠　推薦入試）
看護学部

小論文の得点 愛知県立大学 1

愛知県立大学大学院入学試験（看護学研
究科博士前期課程）

学力検査の科目別得点（英語又
は小論文、志望別看護学）

愛知県立大学 4
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愛知県立大学入学試験（社会人・帰国生
徒・外国人留学生）看護学部

学力検査の科目別得点及び小
論文の得点

愛知県立大学 2

愛知県立大学大学院入学試験（看護学研
究科博士前期課程　二次募集）

学力検査の科目別得点（英語又
は小論文、志望別看護学）

愛知県立大学 2

合計 1,530

920


