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【一般選抜（大学入学共通テスト利用型（後期））入学試験】 
 

 

 

●2023年度入試からの変更点 

 

・募集人員：教育学科の募集人員を右のとおり変更します。（変更前）4 → （変更後）3 

・教科、科目・出題範囲、配点、備考：数物情報科学科の選択教科として「理科」を追加します。 

 

【趣旨】 

 

一般選抜（大学入学共通テスト利用型（後期））では、学習指導要領に沿った基礎的な知識・理解に加え、自ら考え表現できる学

習意欲の高い者を選抜することを目的とします。 

大学入学共通テストを受験し、学科が指定する科目の得点により判定します。 

 

 

【募集人員・試験教科・科目・配点・時間等】 

 

＜家政学部＞ 

学科 
募集 

人員 
教科 科目・出題範囲 配点 備考 合計点 

児童 3 

外国語 「英語（リーディング・リスニング）」 200点 

・国語は近代以降の文章の

み。 

・外国語以外の科目の配点

は100点を200点に換算。 

・理科の「基礎を付した科

目」は２科目あわせて１

科目として扱う。 

600点 

国語 「国語」 200点 

地理歴史 「世界史Ｂ」「日本史Ｂ」「地理Ｂ」 

200点 

公民 「現代社会」「倫理」「政治・経済」 

「倫理、政治・経済」 

数学 「数学Ⅰ・数学Ａ」「数学Ⅱ・数学Ｂ」 

理科 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」 

「物理」「化学」「生物」「地学」 

 上記より１科目選択 

被服 3 

外国語 「英語（リーディング・リスニング）」 200点 
・国語は近代以降の文章の

み。 

・外国語以外の科目の配点

は100点を200点に換算。 

・理科の「基礎を付した科

目」は２科目あわせて１

科目として扱う。 

600点 

国語 「国語」 

200点 数学 「数学Ⅰ・数学Ａ」「数学Ⅱ・数学Ｂ」 

 上記より１科目選択 

理科 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」 

「物理」「化学」「生物」 

上記より１科目選択 

200点 

 

家政経済 3 

外国語 「英語（リーディング・リスニング）」 

「独語」「仏語」「中国語」「韓国語」 

上記より１科目選択 

200点 

・英語はリーディング100

点を150点に換算し、リ

スニング100点を50点に

換算して200点とする。 

・国語は近代以降の文章の

み。 

・地理歴史･公民はあわせ

て１教科として扱う（地

理歴史･公民から２科目

選択は不可）。 

・外国語以外の科目の配点

は100点を200点に換算。 

600点 

国語 「国語」 

200点 

×２ 

地理歴史 

及び公民 

「世界史Ｂ」「日本史Ｂ」「地理Ｂ」 

「現代社会」「倫理」「政治・経済」 

「倫理、政治・経済」 

数学 「数学Ⅰ・数学Ａ」「数学Ⅱ・数学Ｂ」 

 上記より２教科２科目選択 
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＜文学部＞ 

学科 
募集 

人員 
教科 科目・出題範囲 配点 備考 合計点 

日本文 3 

外国語 「英語（リーディング・リスニング）」 

「独語」「仏語」「中国語」「韓国語」 

上記より1科目選択 

200点 

・国語の古典の配点は100

点を200点に換算。 

・外国語と国語以外の科目

の配点は100点を200点

に換算。 

・理科の「基礎を付した科

目」は、２科目あわせて

１科目として扱う。 

700点 

国語 「国語」 300点 

地理歴史 「世界史Ｂ」「日本史Ｂ」「地理Ｂ」 

200点 

公民 「現代社会」「倫理」「政治・経済」 

「倫理、政治・経済」 

数学 「数学Ⅰ・数学Ａ」「数学Ⅱ・数学Ｂ」 

理科 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」 

「物理」「化学」「生物」「地学」 

 上記より１科目選択 

英文 5 

外国語 「英語（リーディング・リスニング）」 350点 ・英語はリーディング100

点を300点に換算し、リ

スニング100点を50点に

換算して350点とする。 

・外国語と国語以外の科目

の配点は100点を200点

に換算。 

・理科の「基礎を付した科

目」は、２科目あわせて

１科目として扱う。 

750点 

国語 「国語」 200点 

地理歴史 「世界史Ｂ」「日本史Ｂ」「地理Ｂ」 

200点 

公民 「現代社会」「倫理」「政治・経済」 

「倫理、政治・経済」 

数学 「数学Ⅰ・数学Ａ」「数学Ⅱ・数学Ｂ」 

理科 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」 

「物理」「化学」「生物」「地学」 

 上記より１科目選択 

史 5 

外国語 「英語（リーディング・リスニング）」 

「独語」「仏語」「中国語」「韓国語」 

上記より１科目選択 

200点 

・地理歴史の配点は100点

を300点に換算。 
700点 

国語 「国語」 200点 

地理歴史 「世界史Ｂ」「日本史Ｂ」「地理Ｂ」 

上記より１科目選択 
300点 
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＜人間社会学部＞ 

学科 
募集 

人員 
教科 科目・出題範囲 配点 備考 合計点 

現代社会 2 

外国語 「英語（リーディング・リスニング）」 

「独語」「仏語」「中国語」「韓国語」 

上記より1科目選択 

200点 

・国語は近代以降の文章の

み。 

・外国語以外の科目の配点

は100点を200点に換算。 

・理科の「基礎を付した科

目」は、２科目あわせて

１科目として扱う。 

600点 

国語 「国語」 200点 

地理歴史 「世界史Ａ」「日本史Ａ」「地理Ａ」 

「世界史Ｂ」「日本史Ｂ」「地理Ｂ」 

200点 

公民 「現代社会」「倫理」「政治・経済」 

「倫理、政治・経済」 

数学 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学Ａ」 

「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学Ｂ」 

「簿記･会計」「情報関係基礎」 

理科 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」 

「物理」「化学」「生物」「地学」 

 上記より1科目選択 

社会福祉 3 

外国語 「英語（リーディング・リスニング）」 

「独語」「仏語」「中国語」「韓国語」 

上記より１科目選択 

200点 

・国語は近代以降の文章の

み。 

・外国語以外の科目の配点

は100点を200点に換算。 

600点 

国語 「国語」 200点 

地理歴史 「世界史Ａ」「日本史Ａ」「地理Ａ」 

「世界史Ｂ」「日本史Ｂ」「地理Ｂ」 

200点 公民 「現代社会」「倫理」「政治・経済」 

「倫理、政治・経済」 

 上記より１科目選択 

教育 3 

外国語 「英語（リーディング・リスニング）」 

「独語」「仏語」「中国語」「韓国語」 

上記より１科目選択 

200点 

・国語は近代以降の文章の

み。 

・外国語以外の科目の配点

は100点を200点に換算。 

・理科の「基礎を付した科

目」は、２科目あわせて

１科目として扱う。 

600点 

国語 「国語」 200点 

地理歴史 「世界史Ａ」「日本史Ａ」「地理Ａ」 

「世界史Ｂ」「日本史Ｂ」「地理Ｂ」 

200点 

公民 「現代社会」「倫理」「政治・経済」 

「倫理、政治・経済」 

数学 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学Ａ」 

「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学Ｂ」 

「情報関係基礎」 

理科 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」 

「物理」「化学」「生物」「地学」 

 上記より１科目選択 

心理 3 

外国語 「英語（リーディング・リスニング）」 200点 
・国語は近代以降の文章の

み。 

・地理歴史・公民はあわせ

て１教科として扱う（地

理歴史・公民から２科目

選択は不可）。 

・理科の「基礎を付した科

目」は、２科目あわせて

１科目として扱う。 

400点 

国語 「国語」 

100点 

×２ 

地理歴史 

及び公民 

「世界史Ｂ」「日本史Ｂ」「地理Ｂ」 

「現代社会」「倫理」「政治・経済」 

「倫理、政治・経済」 

数学 「数学Ⅰ・数学Ａ」「数学Ⅱ・数学Ｂ」 

理科 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」 

「物理」「化学」「生物」「地学」 

 上記より２教科・２科目選択 
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＜理学部＞ 

学科 
募集 

人員 
教科 科目・出題範囲 配点 備考 合計点 

数物情報科 3 

外国語 「英語（リーディング・リスニング）」 200点 ・英語はリーディング100

点を160点に換算し、リ

スニング100点を40点に

換算して200点とする。 

・理科の「基礎を付した科

目」は、２科目あわせて

１科目として扱う。 

400点 

数学 「数学Ⅰ・数学Ａ」「数学Ⅱ・数学Ｂ」 

100点 

×２ 

理科 「物理基礎」「化学基礎」「地学基礎」 

「物理」「化学」「地学」 

 上記より２科目選択 

化学生命科 3 

外国語 「英語（リーディング・リスニング）」 200点 ・英語はリーディング100

点を160点に換算し、リ

スニング100点を40点に

換算して200点とする。 

・国語は近代以降の文章の

み。 

・外国語以外の科目の配点

は100点を200点に換算。 

・理科の「基礎を付した科

目」は２科目あわせて１

科目として扱う。 

600点 

国語 「国語」 

200点 
数学 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学Ａ」 

「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学Ｂ」 

 上記より１科目選択 

理科 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」 

「物理」「化学」「生物」「地学」 

上記より１科目選択 200点 

 

 

＜国際文化学部＞ 

学科 
募集 

人員 
教科 科目・出題範囲 配点 備考 合計点 

国際文化 3 

外国語 「英語（リーディング・リスニング）」 

「独語」「仏語」「中国語」「韓国語」 

上記より１科目選択 

300点 

・英語はリーディング100

点を200点に換算し、リ

スニング100点と合計し

て300点とする。 

・その他の外国語（独仏中

韓）は筆記200点を300点

に換算する。 

600点 

国語 「国語」 200点 

地理歴史 「世界史Ｂ」「日本史Ｂ」「地理Ｂ」 

100点 

公民 「現代社会」「倫理」「政治・経済」 

「倫理、政治・経済」 

数学 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学Ａ」 

「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学Ｂ」 

 上記より１科目選択 

 

 

＜建築デザイン学部（仮称）＞ 

学科 
募集 

人員 
教科 科目・出題範囲 配点 備考 合計点 

建築デザイン（仮称） 6 

外国語 「英語（リーディング・リスニング）」 

200点 

×２ 

・外国語以外の配点は100

点を200点に換算。 

・理科の「基礎を付した科

目」は、２科目あわせて

１科目として扱う。 

400点 

数学 「数学Ⅰ・数学Ａ」「数学Ⅱ・数学Ｂ」 

理科 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」 

「物理」「化学」「生物」 

 上記より２教科・２科目選択 

 

以上 


