
 

 
令和７年度福島大学入学者選抜における学力検査実施教科・科目等に関する

予告および共生システム理工学類・食農学類の選抜方法の見直しについて 
 

令和 5 年 3 月２８日 国立大学法人福島大学 
 
はじめに 
 平成 30 年３月告示高等学校学習指導要領に対応した，令和 7 年度福島大学入学者選抜に
おける利用教科・科目等について，概要を公表します。 
 併せて，共生システム理工学類および食農学類の選抜方法の見直しについて，概要を公表
します。 
 なお，諸事情によって内容が一部変更となる可能性があるため，詳細については，「令和
7 年度入学者選抜要項（令和 6 年 7 月公表予定）」および各学生募集要項で確認してくださ
い。 
  



 

【人間発達文化学類】 
 
①大学入学共通テストの利用教科・科目，配点等 

人間発達文化学類が指定する大学入学共通テストの教科・科目の配点等については，別表
を参照してください。 

「情報Ⅰ」は点数化します。数理自然科学コースは 100 点，その他のコースは 50 点とし
ます。 
②個別学力検査等における教科科目の出題範囲等は以下のとおりです。 

教科 出題範囲 備考 
英語 「英語コミュニケーションⅠ，英語コミュニケー

ションⅡ，英語コミュニケーションⅢ，論理・表現
Ⅰ，論理・表現Ⅱ，論理・表現Ⅲ」 

音声内容は含みません 

国語 「現代の国語，言語文化，論理国語，文学国語，
古典探究」 

出題形式等の変更は予定し
ていません 

数学 「数学Ⅰ，数学Ⅱ，数学Ⅲ，数学 A，数学 B，
数学 C」 
 

「数学 B」は「数列」としま
す。「数学 C」は「ベクトル」
とします 

③一般選抜前期試験における芸術・表現コース，およびスポーツ健康科学コースの共通テス
ト科目（配点）および個別学力検査等の配点は以下のとおりとなります。 

現行の 5 教科 7 科目（ 900 点）から 6 教科 6 科目（ 750 点）に変更する。 
「国語」（ 200 ） 
「数学」（ 100 ） 
「理科」（ 100 ） 
「外国語」（ 200 ） 
「地歴・公民」（ 100 ） 
「情報」（ 50 ） 
また個別学力検査等の配点は，現行の 600 点から 500 点に変更する。 

④総合型選抜「芸術・表現コース」の実技検査「美術」から「素描（木炭デッサン）」「立体
造形（塑造）」を削除し，「素描（鉛筆デッサン）」のみ実施します。 

  



 

【行政政策学類】 
①大学入学共通テストの利用教科・科目，配点等 

行政政策学類が指定する大学入学共通テストの教科・科目の配点等については，別表を参
照してください。 

「情報Ⅰ」は点数化（配点）します。前期日程では 50 点，後期日程では 100 点とします。 
前期日程および後期日程の「情報Ⅰ」以外の教科・科目の配点については，前年度から変

更はありません。 
②個別学力検査等について 
・前期日程での個別学力検査等の配点は現行の 200 点のままとします。 

大学入学共通テストの配点は，「情報Ⅰ」を 50 点，他は現行の 600 点，合計 650 点とし 
ますので配点合計は 850 点となります。 

・後期日程での個別学力検査等の配点は現行の 100 点のままとします。 
大学入学共通テストの配点は，「情報Ⅰ」を 100 点としますが，解答した 7 教科 8 科目の
うち高得点の 3 教科 3 科目を用います（300 点）。配点合計 400 点となります。 

・個別学力検査等「小論文」のあり方（出題内容，出題形式）について 
令和 7（2025）年度一般選抜における個別学力検査等について，前期日程・後期日程とも，
出題内容を同様の形式とし，いずれも受験者の見解を論述させる設問を含むものとしま
す。 



 

【経済経営学類】 

①大学入学共通テストの利用教科・科目，配点等 
経済経営学類が指定する大学入学共通テストの教科・科目の配点等については，別表を参

照してください。 
「情報Ⅰ」は点数化（配点：100）します。取扱いについては以下の通りです。 

[前期日程] 
・科目群Ａ（「地理歴史」、「公民」）の合計得点 
・科目群Ｂ（「数学②」と「情報Ⅰ」のうち高得点の１科目と「数学①」）との合計得点 
・科目群 A と科目群 B の各合計得点を比較し，合計得点の高い科目群を２倍に傾斜配点し
ます 
・その他の配点は変更せず，個別試験との配点比率（共通テスト：個別試験＝1100：400）
を維持します。 
[後期日程] 
・「数学②」と「情報Ⅰ」は，高得点の１科目を用います。 
・その他の配点は変更せず，個別試験との配点比率（共通テスト：個別試験＝900：200）
を維持します 
②個別学力検査等については前期日程，後期日程ともに科目の変更はありません。 
③総合型選抜における大学入学共通テストの指定する「教科グループ」について 
・第３次選抜における，大学入学共通テストの指定する３つの教科グループについて，
以下のとおり変更します。 
《国語･外国語》 

「国語」「英語」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」 
《地歴，公民》 

「地理総合，地理探究」「歴史総合，日本史探究」「歴史総合，世界史探究」 
「地理総合，歴史総合，公共」「公共，倫理」「公共，政治・経済」 

《数学・情報》 
「数学Ⅰ，数学Ａ」「数学Ⅰ」「数学Ⅱ，数学Ｂ，数学Ｃ」「情報Ⅰ」 

  



 

【共生システム理工学類】 
①大学入学共通テストの利用教科・科目，配点等 

共生システム理工学類が指定する大学入学共通テストの教科・科目の配点等については，
別表を参照してください。 

「情報Ⅰ」は点数化します。情報も含めた前期日程，後期日程の配点は以下の通りです。 
 
[前期日程] 
《大学入学共通テスト》 
 国語:200，地歴・公民:100，数学:300，理科:200，外国語:200，情報:100   計 1100 点 
《個別学力検査等》数学，理科から２       計 600 点 
          合計 1700 点 
[後期日程] 
《大学入学共通テスト》 
 国語:200，地歴・公民:100，数学:400，理科:200，外国語:200，情報:100   計 1200 点 
《個別学力検査等》面接         計 300 点 
          合計 1500 点 
②個別学力検査等の科目名等は以下のとおりです。 

○（前期） 
理科：物基・物，化基・化，生基・生 
数学：数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数 A・数 B・数 C   

○（後期） 面接 
③学校推薦型選抜は以下のとおり実施します。 
  

から２ 

 

実施学群・学類名 理工学群 共生システム理工学類 
募集人員 16 名 
出願資格 
 
 

次の各号のいずれかに該当する者とします。 
(1) 高等学校（特別支援学校（盲学校，聾学校および養護学校を含む。）の

高等部ならびに中等教育学校の後期課程を含む。）を令和 6 年 3 月以
降に卒業または令和 7 年３月卒業見込みの者 

(2)学校教育法施行規則第 93 条第 3 項の規定により令和 5 年 4 月以降年
度の途中に高等学校を卒業または卒業見込みの者 

(3)文部科学大臣が高等学校の課程と同等または相当する課程を有するも
のとして認定または指定した在外教育施設を令和 5 年 4 月から令和
7 年 3 月までに修了または修了見込みの者 

推薦要件 
 
 

 次のすべての要件に該当する者のうち，学校長が責任を持って推薦し，
合格した場合には入学することを確約できる者とします。 
(1) 本学類のアドミッション・ポリシーに適合し，本学類で学ぶ強い意欲 

を持っている者 
(2)令和 7 年度大学入学共通テストにおける試験教科・科目のうち，本学 

類が課した教科・科目をすべて受験する者 
選抜方法 
 
 

 大学入学共通テストの成績（400 点）及び面接の成績（200 点）の総合
点により判定します。ただし，大学入学共通テスト，面接のいずれかの得
点が６割に満たない場合には，不合格とする場合があります。 
 出願書類は面接の資料として利用します。 
○大学入学共通テストで受験を要する教科・科目 
 「理科」（200 点），「数学」（200 点）の合計 400 点 
 数：数学 I・数学 A および数学 II・数学 B・数学 C 

理：物，化，生，地学から 2 または 
物基，化基，生基，地学基から 2 および物，化，生，地学から 1 

  【注意事項】 
①「理科」は，「基礎を付した科目」と「基礎を付していない科目」

で同一名称を含む科目を選択することはできません。 
②過年度の大学入学共通テストの成績については利用しません。令

和 7 年度大学入学共通テストの成績のみ利用します。 
○個別学力検査等 
 面接（200 点） 



 

④総合型選抜は以下のとおり実施します。 
  実施学群・学類名 理工学群 共生システム理工学類 
募集人員 ３２名（理系教育女性人材育成枠（注）を含む） 

注）将来，理系の教育に関する職に従事することを志す女性志願者につい
て，募集人員のうち最大８名を優先して合格とする枠を設けます。 

出願資格 次の（１）から（３）のすべてに該当する者とします。 
（１）以下のいずれかに該当する者 
(1a) 高等学校または中等教育学校を卒業した者および令和７年３月卒業

見込みの者 
(1b) 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者および令和７年３

月修了見込みの者 
(1c) 学校教育法施行規則（昭和 22 年文部省令第 11 号）第 150 条の規定
（第６号を除く。）により，高等学校を卒業した者と同等以上の学力があ
ると認められた者および令和７年３月までにこれに該当する見込みの者 
（２）本学類のアドミッション・ポリシーに適合し，本学類で学ぶ強い意
欲を持ち，合格した場合に入学を確約する者 
（３）以下のいずれかに該当する者 
(3a) 出願時までに実用英語検定試験２級以上に合格，または，TOEIC  

L&R 550 点以上，TOEIC S&W 240 点以上，TOEFL iBT 42 点以上
いずれかのスコアを有する者 

(3b) 高等学校を卒業した者（卒業見込みの者）で，在学中に「科学に関す
る探索的活動」に取り組み，学外での発表・コンテスト参加等の経
験を有する者 

(3c) 高等学校において数学「数学Ⅲ，数学 C のうち１科目以上」，および，
理科「物理（物理基礎を除く），化学（化学基礎を除く），生物（生物
基礎を除く），地学（地学基礎を除く）のうち１科目以上」を履修し
た者または履修している者で，評定平均が 4.0 以上の者 

選抜方法 第１次選抜，第２次選抜により行います。  
＜第１次選抜＞ 
出願時に提出された志望理由書および出願書類を総合的に評価し，70 人
程度を第１次選抜合格者とします。なお，入学志願者が 70 人を超えない
場合には，第１次選抜を実施せず，第２次選抜のみとします。 
【志望理由書】 
以下を指定様式に記載（手書き）して頂きます。 
（１）出願資格（３）に関する経験・実績（出願者がどのように努力して

きたのか，取り組みの過程で学んだ（感じた）こと，本学類での学習に
どのように活かそうとするのか） 

（２）将来の目標，それを実現するための計画 
（３）自己 PR 
＜第２次選抜＞ 
２次選抜当日に模擬授業を聞いて頂き，課題レポートを作成して頂きま
す。その後，面接を実施します。 

その他 合格者には，入学前教育（例えば大学入学共通テストの受験など）を実施
する予定です（ただし，合否の判定には用いません）。 



 

【食農学類】 
①大学入学共通テストの利用教科・科目，配点等 

食農学類が指定する大学入学共通テストの教科・科目の配点等については，別表を参照し
てください。 

「情報Ⅰ」は点数化（配点：前後期ともに 100 点）します。 
②個別学力検査等について 
１．前期日程 

・個別学力検査等の利用教科等は，以下から２科目の選択とします。 

教科 科目 備考 

理科 
「物理基礎・物理」 理科２科目の選択も可能で

す。 「化学基礎・化学」 
「生物基礎・生物」 

数学 
「数学Ⅰ，数学Ⅱ，数学 A，数学 B，数学 C」 数学 B は「数列」，数学 C は

「ベクトル」とします 

英語 
「英語コミュニケーションⅠ，英語コミュニケーショ
ンⅡ，英語コミュニケーションⅢ，論理・表現Ⅰ，論
理・表現Ⅱ，論理・表現Ⅲ」 

音声内容は含みません 

・大学入学共通テスト・個別学力検査等の配点は，以下のとおりです。 
 学力検査 

ﾍﾟｰﾊﾟｰ 

ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ 
小計 総点 国語 地歴・

公民 

数学 理科 外国語 情報 

共通テスト 200 100 200 200 200 100  1,000 

1,400 個別学力検査等   (200) (200) 

(200) 

(200)   400 

 
２．後期日程 

・ 個別学力検査等の学力検査（数学・英語から選択）と面接を廃止し，ペーパーインタ
ビュー（注）を導入します。 

 学力検査 
ﾍﾟｰﾊﾟｰ 

ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ 
小計 総点 国語 地歴・

公民 

数学 理科 外国語 情報 

共通テスト 200 100 200 200 200 100  1,000 
1,100 

個別学力検査等       100 100 

（注）ペーパーインタビューは，本学類が求める能力を多面的・総合的に評価するために，
紙面に記載された質問を読んで回答を記述する筆記型の試験です。詳細については，令和５
年度中に公表する予定です。 

  



 

【過年度生の経過措置について】 
 旧学習指導要領履修者（過年度生）に対する経過措置については，令和５年度中に公表し
ます。 
 



○　各学類の一般選抜の選抜方法

【一般選抜】　人間発達文化学類

教科 科目名等 教科等 科目名等 試験の区分 国　語
地歴，
公民

数　学 理　科 外国語 情　報
実技
検査

小論文
表現基
礎検査

配　点
合　計

 主体性
 等評価

200 100

100 200

個別学力検査等 400 400

計 1350

 主体性等評価 ※30

200 100

100 200

個別学力検査等 （400） （400） 400

計 1350

 主体性等評価 ※30

200 100

100 200

個別学力検査等 400 400

計 1350

 主体性等評価 ※30

個別学力検査等 500 500

計 1250

 主体性等評価 ※30

200 100

100 200

個別学力検査等 （400） （400） （400） 400

計 1350

 主体性等評価 ※30

200 100

100 200

個別学力検査等 400 400

計 1400

 主体性等評価 ※30

個別学力検査等 500 500

計 1250

 主体性等評価 ※30

200 100

100 200

個別学力検査等 200 200

計 1150

 主体性等評価 ※30

「国語」

「地理総合、地理探究」，「歴史総合、日本史探究」，
「歴史総合、世界史探究」，「地理総合、歴史総合、公共」，
「公共、倫理」，「公共、政治・経済」　から１

「物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎」，
「物理」，「化学」，「生物」，「地学」　から１
*基礎を付した科目（物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎）につい
ては，２科目の受験で他の教科・科目の１科目とみなします。

「数学Ⅰ、数学Ａ」，「数学Ⅰ」，「数学Ⅱ、数学Ｂ、数学C」　から１

「英語」，「ドイツ語」，「フランス語」，「中国語」，「韓国語」　から１

「情報Ⅰ」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           　　〔６教科６科目〕

「国語」

「地理総合、地理探究」，「歴史総合、日本史探究」，
「歴史総合、世界史探究」，「地理総合、歴史総合、公共」，
「公共、倫理」，「公共、政治・経済」　から１または２（欄外参照）

〈選択①：「地歴」，「公民」から１科目選択する場合〉
「物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎」，
「物理」，「化学」，「生物」，「地学」　から２
〈選択②：「地歴」，「公民」から２科目選択する場合〉
「物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎」，
「物理」，「化学」，「生物」，「地学」　から１
*基礎を付した科目（物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎）につい
ては，２科目の受験で他の教科・科目の１科目とみなします。

数学①「数学Ⅰ、数学Ａ」、「数学Ⅰ」　から１と
数学②「数学Ⅱ、数学Ｂ、数学C」

「英語」，「ドイツ語」，「フランス語」，「中国語」，「韓国語」　から１

「情報Ⅰ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔６教科８科目〕

200 200

【コース】欄
　○　後期日程について
　　①　次の２受験区分で募集を行います。
　　　　Ａ系：本人の希望により，教育実践，心理学・幼児教育，特別支援・生活科学，芸術・表現の各コースのいずれかに所属します。
　　　　Ｂ系：本人の希望により，人文科学，数理自然科学，スポーツ健康科学の各コースのいずれかに所属します。
【大学入学共通テストの利用教科・科目名等】欄
　○　前期日程・後期日程について
　　①「地理歴史」，「公民」から２科目，「理科」から２科目受験した場合，それぞれの「第１解答科目」の２科目と「第２解答科目」のどちらか高得点の１科目，合計３科目を判定に用います。
　　②　「地理歴史」「公民」から２科目選択する場合は，右図の中から選択してください。×印の選択はできません。
　　③　「理科」を「物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎」とする場合は，いずれか２科目の内容の問題を解答してください。また，理科を２科目受験する場合，「基礎を付した科目」と「基礎を付していない科目」で同一名称を含む科目を選択しても構いません。
　　④　「外国語」の「英語」については，リーディングおよびリスニングを課します。（リスニングを免除された場合は，リーディングのみとなります。）
　　⑤　「情報Ⅰ」の配点について,数理自然科学コースは100点，その他のコースは50点とします。
　　⑥　過年度の大学入学共通テストの成績については利用しません。令和７年度大学入学共通テストの成績のみ利用します。
【個別学力検査等】欄
　⑴　前期日程について
　　①　「数学」の「数Ｂ」は「数列」，「数Ｃ」は「ベクトル」とします。
　　②　「外国語」の「英語」については，「音声内容」は含みません。
　　③　「表現基礎検査」については，作文，歌，造形等により，保育者になるための資質をみます。
　　④　心理学・幼児教育コースで小論文を選択し合格した者は，保育士資格を取得することはできません。また，保育士資格取得を希望する者は，公認心理師カリキュラムを履修できません。
　⑵　後期日程について
　　①　Ａ系合格者で心理学・幼児教育コースを選択した者は，公認心理師カリキュラムは履修可能ですが，保育士資格を取得することはできません。
【大学入学共通テスト・個別学力検査等の配点等】欄
　○　前期日程・後期日程について
　　①　配点に（　）を付してある教科は，選択教科を表します。
　　②　「地理歴史」，「公民」，「理科」について
　　　　上段は，「地理歴史」，「公民」から２科目が用いられた場合の配点を表します。
　　　　下段は，「理科」から２科目が用いられた場合の配点を表します。
　　③　大学入学共通テスト「外国語」の「英語」については，リーディングの得点を200点満点に，リスニングの得点を50点満点に換算した合計得点（250点満点）を，配点（200点満点）に圧縮して利用します。
　　　　リスニングを免除された場合は，リーディングの得点を，配点（200点満点）に換算して利用します。
　　　　「英語」以外の「外国語」の場合は，筆記の得点をそのまま利用します。

750

200 200 200 95050

小論文

国

地歴，公民

理

数

外

情

国

地歴，公民

理

数

外

情

国

地歴，公民

理

数

外

情

国

地歴，公民

理

数

外

情

国

地歴，公民

理

数

外

情

「国語」

「地理総合、地理探究」，「歴史総合、日本史探究」，
「歴史総合、世界史探究」，「地理総合、歴史総合、公共」，
「公共、倫理」，「公共、政治・経済」　から１または２（欄外参照）

〈選択①：「地歴」，「公民」から１科目選択する場合〉
「物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎」，
「物理」，「化学」，「生物」，「地学」　から２

〈選択②：「地歴」，「公民」から２科目選択する場合〉
「物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎」，
「物理」，「化学」，「生物」，「地学」　から１

*基礎を付した科目（物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎）につい
ては，２科目の受験で他の教科・科目の１科目とみなします。

数学①「数学Ⅰ、数学Ａ」、「数学Ⅰ」　から１と
数学②「数学Ⅱ、数学Ｂ、数学C」

「英語」，「ドイツ語」，「フランス語」，「中国語」，「韓国語」　から１

「情報Ⅰ」
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔６教科８科目〕

750

200

1000

200

200

100

950

950

200 100

200 200

200 100

200 200

50100 200

950

前期日程
12人

前期日程
12人

（音楽6）
（美術6）

前期日程
60人

（国語20）
（英語20）

（小論文20）

共通テスト 200

50

50

100

100 100

その他

国語

外国語

その他

実技検査（音楽）
実技検査（美術）

国語
　　（現代の国語，言語文化，論理国語，
   　文学国語，古典研究）
英語
　　（英語コミュニケーションⅠ，
　　 英語コミュニケーションⅡ，
     英語コミュニケーションⅢ,
　　 論理・表現Ⅰ，論理・表現Ⅱ，
　　 論理・表現Ⅲ）
小論文

200 200 200

「国語」

「地理総合、地理探究」，「歴史総合、日本史探究」，
「歴史総合、世界史探究」，「地理総合、歴史総合、公共」，
「公共、倫理」，「公共、政治・経済」　から１

「物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎」，
「物理」，「化学」，「生物」，「地学」　から１
*基礎を付した科目（物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎）につい
ては，２科目の受験で他の教科・科目の１科目とみなします。

「数学Ⅰ、数学Ａ」，「数学Ⅰ」，「数学Ⅱ、数学Ｂ、数学C」　から１

「英語」，「ドイツ語」，「フランス語」，「中国語」，「韓国語」　から１

「情報Ⅰ」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           　　〔６教科６科目〕

「国語」

「地理総合、地理探究」，「歴史総合、日本史探究」，
「歴史総合、世界史探究」，「地理総合、歴史総合、公共」，
「公共、倫理」，「公共、政治・経済」　から１または２（欄外参照）

〈選択①：「地歴」，「公民」から１科目選択する場合〉
「物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎」，
「物理」，「化学」，「生物」，「地学」　から２

〈選択②：「地歴」，「公民」から２科目選択する場合〉
「物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎」，
「物理」，「化学」，「生物」，「地学」　から１

*基礎を付した科目（物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎）につい
ては，２科目の受験で他の教科・科目の１科目とみなします。

数学①「数学Ⅰ、数学Ａ」、「数学Ⅰ」　から１と
数学②「数学Ⅱ、数学Ｂ、数学C」

「英語」，「ドイツ語」，「フランス語」，「中国語」，「韓国語」　から１

「情報Ⅰ」
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔６教科８科目〕

心理学・幼児教育コース

共通テスト

前期日程
20人

（小論文12）
（表現基礎検査

8）

教育実践コース

共通テスト

Ａ系
Ｂ系

共通テスト

数学

その他

その他

数学
　　（数学Ⅰ，数学Ⅱ，数学Ⅲ，
　　 数学Ａ，数学Ｂ，数学Ｃ）

スポーツ健康科学コース

共通テスト

数理自然科学コース

共通テスト

前期日程
15人

前期日程
20人

後期日程
12人

（Ａ系6）
（Ｂ系6）

人文科学コース

共通テスト

芸術・表現コース

共通テスト

実技検査（スポーツ）

特別支援・生活科学コース

個別学力検査等

50

50

50

コース
日程

募集人員

大学入学共通テストの受験を要する教科・科目名等 大学入学共通テスト・個別学力検査等の配点等

前期日程
15人

その他 小論文

その他

その他

200 200 200

小論文
表現基礎検査

※保育士資格取得を希望する者は表現
　基礎検査を，保育士資格取得を希望し
　ない者は小論文を選択してください。

小論文

950

から１

から１

から１



【一般選抜】　行政政策学類

教科 科目名等 教科等 科目名等 試験の区分 国　語 地　歴 公　民 数　学 理　科 外国語 情　報 小論文
配　点
合　計

 主体性
 等評価

共通テスト 150 75 75 100 50 150 50 650

個別学力検査等 200 200

計 850

 主体性等評価 ※20

共通テスト ☆100 ☆100 ☆100 ☆100 ☆100 ☆100 ☆100 300

個別学力検査等 100 100

計 400

 主体性等評価 ※20

地域政策と法コース
地域社会と文化コース

【大学入学共通テストの利用教科・科目名等】欄
（１）前期日程について
　①「理科」については，
　　ａ．「基礎を付していない科目」を２科目受験している場合は，第１解答科目を判定に用います。
　　ｂ．「基礎を付した科目」２科目および「基礎を付していない科目」１科目を受験している場合は，どちらか高得点の科目（「基礎を付した科目」の場合は２科目の合計点）を判定に用います。
　　ｃ．「理科」を２科目選択する場合は，「基礎を付した科目」と「基礎を付していない科目」で同一名称を含む科目を選択しても構いません。
　②「外国語」の「英語」については，リーディングおよびリスニングを課します（リスニングを免除された場合は，リーディングのみとなります）。
（２）後期日程について
　①解答した〔７教科８科目〕のうち高得点の〔３教科３科目〕を用います。各教科，科目ごとの注意事項は以下のとおりです。
　②「地理歴史」，「公民」は，２教科２科目の受験が必要ですが，判定には第１解答科目（１教科１科目のみ）を用います。
　③「数学」については，「数学①」と「数学②」をそれぞれ１科目として扱うので，「数学①」と「数学②」が高得点の〔３教科３科目〕に該当する場合は，どちらか高得点の科目を判定に用います。
　④「理科」については，
　　ａ．「基礎を付していない科目」を２科目受験している場合は，第１解答科目を判定に用います。
　　ｂ．「基礎を付した科目」２科目および「基礎を付していない科目」１科目を受験している場合は，どちらか高得点の科目（「基礎を付した科目」の場合は２科目の合計点）を判定に用います。
　　ｃ．「理科」を２科目選択する場合は，「基礎を付した科目」と「基礎を付していない科目」で同一名称を含む科目を選択しても構いません。
　⑤「外国語」の「英語」については，リーディングおよびリスニングを課します（リスニングを免除された場合は，リーディングのみとなります）。
　⑥過年度の大学入学共通テストの成績については利用しません。令和７年度大学入学共通テストの成績のみ利用します。

【大学入学共通テスト・個別学力検査等の配点等】欄
(1)　前期日程について
　①　「国語」については，得点を配点（150点満点）に圧縮して利用します。
　②　「地理歴史」，「公民」については，それぞれの得点を配点（75点満点）に圧縮して利用します。
　③　「数学」については，「数学①」と「数学②」の合計得点（200点満点）を配点（100点満点）に圧縮して利用します。
　④　「理科」については，得点を配点（50点満点）に圧縮して利用します。
　⑤　「外国語」の「英語」については，リーディングの得点を200点満点に，リスニングの得点を50点満点に換算した合計得点（250点満点）を，配点（150点満点）に圧縮して利用します。
　　　リスニングを免除された場合は，リーディングの得点を，配点（150点満点）に換算して利用します。
　　　「英語」以外の「外国語」の場合は，筆記の得点を配点（150点満点）に換算して利用します。
(2)　後期日程について
　①　「国語」については，得点を配点（100点満点）に圧縮して利用します。
　②　「外国語」の「英語」については，リーディングの得点を200点満点に，リスニングの得点を50点満点に換算した合計得点（250点満点）を，配点（100点満点）に圧縮して利用します。
　　　リスニングを免除された場合は，リーディングの得点をそのまま利用します。
　　　「英語」以外の「外国語」の場合は，筆記の得点を配点（100点満点）に換算して利用します。

後期日程
35人

その他 小論文

小論文前期日程
108人

国

地歴

公民

数

理

外

情

国語

「地理総合、地理探究」，「歴史総合、日本史探究」，
「歴史総合、世界史探究」，から１
「公共、倫理」，「公共、政治・経済」，から１

数学①「数学Ⅰ、数学Ａ」および
数学②「数学Ⅱ、数学Ｂ、数学C」

「物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎」，
「物理」，「化学」，「生物」，「地学」　から１
*基礎を付した科目（物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎）につ
いては，２科目の受験で他の教科・科目の１科目とみなします。

「英語」，「ドイツ語」，「フランス語」，「中国語」，「韓国語」　から１

「情報Ⅰ」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔７教科８科目〕

その他

コース
日程

募集人員

大学入学共通テストの受験を要する教科・科目名等 個別学力検査等 大学入学共通テスト・個別学力検査等の配点等



【一般選抜】　経済経営学類

数学① 数学②

100 *100

200 *200

個別学力検査等 （400） （400） 400

計 1500

 主体性等評価 ※30

100 *100

個別学力検査等 （200） （200） 200

計 1100

 主体性等評価 ※30

共通テスト 200 200 100 200

400

【大学入学共通テストの利用教科・科目名等】欄
　○　前期日程・後期日程について
　　①「地理歴史」，「公民」については，２科目のうち少なくとも１科目は，「地理総合、地理探究」，「歴史総合、日本史探究」，「歴史総合、世界史探究」より選択することとします。
　　②「理科」については，
　　　ａ．「基礎を付していない科目」を２科目受験している場合は，第１解答科目を判定に用います。
　　　ｂ．「基礎を付した科目」２科目および「基礎を付していない科目」１科目を受験している場合は，どちらか高得点の科目（「基礎を付した科目」の場合は２科目の合計点）を判定に用います。
　　　ｃ．「理科」を２科目選択する場合は，「基礎を付した科目」と「基礎を付していない科目」で同一名称を含む科目を選択しても構いません。
　　③「外国語」の「英語」については，リーディングおよびリスニングを課します（リスニングを免除された場合は，リーディングのみとなります）。
　　④過年度の大学入学共通テストの成績については利用しません。令和７年度大学入学共通テストの成績のみ利用します。

【個別学力検査等】欄
　○　前期日程・後期日程について
　　①「外国語」の「英語」については、「音声内容」は含みません。

【大学入学共通テスト・個別学力検査等の配点等】欄
　（1）　前期日程について
　　①配点に（　）を付してある教科は，選択教科を表します。
　　②科目群Ａ（「地理歴史」，「公民」）の合計得点と，科目群Ｂ（「数学②」と「情報Ⅰ」のうち高得点の１科目と「数学①」）との合計得点とを比較し，合計得点の高い科目群を２倍に傾斜配点します。（科目群Ａが高得点の場合は上段，科目群Ｂが高得点の場合は下段）
　　③大学入学共通テスト「外国語」の「英語」については，リーディングの得点を200点満点に，リスニングの得点を50点満点に換算した合計得点（250点満点）を，配点（200点満点）に圧縮して利用します。
　　　　リスニングを免除された場合は，リーディングの得点を，配点（200点満点）に換算して利用します。
　　　　「英語」以外の「外国語」の場合は，筆記の得点をそのまま利用します。
　（2）　後期日程について
　　①配点に（　）を付してある教科は，選択教科を表します。
　　②「数学②」と「情報Ⅰ」は，高得点の１科目を用います。
　　③大学入学共通テスト「外国語」の「英語」については，リーディングの得点を200点満点に，リスニングの得点を50点満点に換算した合計得点（250点満点）を，配点（200点満点）に圧縮して利用します。
　　　　リスニングを免除された場合は，リーディングの得点を，配点（200点満点）に換算して利用します。
　　　　「英語」以外の「外国語」の場合は，筆記の得点をそのまま利用します。

英語　（英語コミュニケーションⅠ，
　　     英語コミュニケーションⅡ，
         英語コミュニケーションⅢ,
　　     論理・表現Ⅰ，論理・表現Ⅱ，
　　     論理・表現Ⅲ）
小論文

後期日程
40人

外国語

その他

英語（英語コミュニケーションⅠ，
　　   英語コミュニケーションⅡ，
       英語コミュニケーションⅢ，
　　   論理・表現Ⅰ，論理・表現Ⅱ，
　　   論理・表現Ⅲ）
小論文

経済学コース
経営学コース

前期日程
114人

国

地歴，公民

数

理

外

情

「国語」

「地理総合、地理探究」，「歴史総合、日本史探究」，
「歴史総合、世界史探究」から２
または，
「地理総合、地理探究」，「歴史総合、日本史探究」，
「歴史総合、世界史探究」から１
「公共、倫理」，「公共、政治・経済」から１

数学①「数学Ⅰ、数学Ａ」および
数学②「数学Ⅱ、数学Ｂ、数学C」

「物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎」，
「物理」，「化学」，「生物」，「地学」　から１
*基礎を付した科目（物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎）につ
いては，２科目の受験で他の教科・科目の１科目とみなします。

「英語」，「ドイツ語」，「フランス語」，「中国語」，「韓国語」　から１

「情報Ⅰ」
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔６教科８科目〕

外国語

その他

200
*100 900

理　科 外国語 情　報 小論文
配　点
合　計

数　学

共通テスト 200

400

200

試験の区分 国　語
地歴，
公民

200
100 200

*100

*200

コース
日程

募集人員

大学入学共通テストの受験を要する教科・科目名等 個別学力検査等 大学入学共通テスト・個別学力検査等の配点等

教科 科目名等 教科等 科目名等
 主体性
 等評価

1100から１

から１



【一般選抜】　共生システム理工学類

教科 科目名等 教科等 科目名等 試験の区分 国　語
地歴，
公民

数　学 理　科 外国語 情　報 面　接
配　点
合　計

 主体性
 等評価

共通テスト 200 100 300 200 200 100 1100

個別学力検査等 （300）
（300）
（300）

600

計 1700

 主体性等評価
 【Ｂ専攻のみ加算】

※30

共通テスト 200 100 400 200 200 100 1200

個別学力検査等 300 300

計 1500

 主体性等評価
 【Ｂ専攻のみ加算】

※30

理科
　「物理基礎・物理」
　「化学基礎・化学」
　「生物基礎・生物」
数学
　（数学Ⅰ，数学Ⅱ，数学Ⅲ，
　 数学Ａ，数学Ｂ，数学Ｃ）

後期日程
42人

その他 面接

【大学入学共通テストの利用教科・科目名等】欄
　○　前期日程・後期日程について
　　①「地理歴史」，「公民」から２科目受験している場合は，第１解答科目を判定に用います。（２科目選択する場合は，右図の中から選択してください。×印の選択はできません。）
　　②「理科」については，「基礎を付した科目」と「基礎を付していない科目」で同一名称を含む科目を選択することはできません。
　　③「外国語」の「英語」については，リーディングおよびリスニングを課します（リスニングを免除された場合は，リーディングのみとなります）。
　　④過年度の大学入学共通テストの成績については利用しません。令和７年度大学入学共通テストの成績のみ利用します。

【個別学力検査等】欄
○　前期日程について
　①　「理科」の「物理」，「化学」，「生物」については全領域とします。
　②　「数学」の出題範囲は「全範囲」とします。
○　後期日程について
　①　個別学力検査等は「面接」とします。

【大学入学共通テスト・個別学力検査等の配点等】欄
（1）　前期日程・後期日程について
　①　大学入学共通テスト「数学」については，前期の得点は３００点満点に，後期の得点は４００点満点に換算して利用します。
　②　「外国語」の「英語」については，リーディングの得点を200点満点に，リスニングの得点を50点満点に換算した合計得点（250点満点）を，配点（200点満点）に圧縮して利用します。
　　　リスニングを免除された場合は，リーディングの得点を，配点（200点満点）に換算して利用します。
　　　「英語」以外の「外国語」の場合は，筆記の得点をそのまま利用します。

数理・情報科学コース
経営システムコース
物理・システム工学コース
物質科学コース
エネルギーコース
生物環境コース
地球環境コース
社会計画コース
心理・生理コース

前期日程
70人

国

地歴，公民

数

理

外

情

「国語」

「地理総合、地理探究」，「歴史総合、日本史探究」，
「歴史総合、世界史探究」，「地理総合、歴史総合、公共」，
「公共、倫理」，「公共、政治・経済」　から１

数学①「数学Ⅰ、数学Ａ」および
数学②「数学Ⅱ、数学Ｂ、数学C」

「物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎」，
「物理」，「化学」，「生物」，「地学」　から２
*基礎を付した科目（物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎）につ
いては，２科目の受験で他の教科・科目の１科目とみなします。

「英語」，「ドイツ語」，「フランス語」，「中国語」，「韓国語」　から１

「情報Ⅰ」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔６教科８科目〕

理科

数学

コース
日程

募集人員

大学入学共通テストの受験を要する教科・科目名等 個別学力検査等 大学入学共通テスト・個別学力検査等の配点等

から２



【一般選抜】　食農学類

教科 科目名等 教科等 科目名等 試験の区分 国　語
地歴，
公民

数　学 理　科 外国語 情　報
ﾍﾟｰﾊﾟｰ

ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ
配　点
合　計

 主体性
 等評価

共通テスト 200 100 200 200 200 100 1000

個別学力検査等 （200）
（200）
（200）

（200） 400

計 1400

 主体性等評価
 【Ｂ専攻のみ加算】

※30

共通テスト 200 100 200 200 200 100 1000

個別学力検査等 100 100

計 1100

理科
　「物理基礎・物理」
　「化学基礎・化学」
　「生物基礎・生物」
数学
　（数学Ⅰ，数学Ⅱ，
　数学Ａ，数学Ｂ，数学Ｃ）
英語
　（英語コミュニケーションⅠ，
　 英語コミュニケーションⅡ，
   英語コミュニケーションⅢ，
　 論理・表現Ⅰ，論理・表現Ⅱ，
   論理・表現Ⅲ）

後期日程
20人

その他 ペーパーインタビュー

【大学入学共通テストの利用教科・科目名等】欄
　○　前期日程・後期日程について
　　①　「地理歴史」，「公民」から２科目受験している場合は，第１解答科目を判定に用います。（２科目選択する場合は，右図の中から選択してください。×印の選択はできません。）
　　②　「理科」については，「基礎を付した科目」と「基礎を付していない科目」で同一名称を含む科目を選択することはできません。
　　③　「外国語」の「英語」については，リーディングおよびリスニングを課します（リスニングを免除された場合は，リーディングのみとなります）。
　　④　過年度の大学入学共通テストの成績については利用しません。令和７年度大学入学共通テストの成績のみ利用します。

【個別学力検査等】欄
○　前期日程について
　①　「理科」の「物理」，「化学」，「生物」については全領域とします。
　②　「理科」については，物基・物，化基・化，生基・生から２科目の選択も可能です。
　③　「数学」の「数Ｂ」については「数列」，「数Ｃ」は「ベクトル」とします。
　④　「外国語」の「英語」については，「音声内容」は含みません。
○　後期日程について
　①　ペーパーインタビューは，本学類が求める能力を多面的・総合的に評価するために，紙面に記載された質問を読んで回答を記述する筆記型の試験です。

【大学入学共通テスト・個別学力検査等の配点等】欄
（1）　前期日程・後期日程について
　①　配点に（　　）を付してある教科は，選択教科・科目を表します。
　②　大学入学共通テスト「外国語」の「英語」については，リーディングの得点を200点満点に，リスニングの得点を50点満点に換算した合計得点（250点満点）を，配点（200点満点）に圧縮して利用します。
　　　リスニングを免除された場合は，リーディングの得点を，配点（200点満点）に換算して利用します。
　　　「英語」以外の「外国語」の場合は，筆記の得点をそのまま利用します。

食品科学コース
農業生産学コース
生産環境学コース
農業経営学コース

前期日程
60人

国

地歴，公民

数

理

外

情

「国語」

「地理総合、地理探究」，「歴史総合、日本史探究」，
「歴史総合、世界史探究」，「地理総合、歴史総合、公共」，
「公共、倫理」，「公共、政治・経済」　から１

数学①「数学Ⅰ、数学Ａ」および
数学②「数学Ⅱ、数学Ｂ、数学C」

「物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎」，
「物理」，「化学」，「生物」，「地学」　から２
*基礎を付した科目（物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎）につ
いては，２科目の受験で他の教科・科目の１科目とみなします。

「英語」，「ドイツ語」，「フランス語」，「中国語」，「韓国語」　から１

「情報Ⅰ」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔６教科８科目〕

理科

数学

外国語

コース
日程

募集人員

大学入学共通テストの受験を要する教科・科目名等 個別学力検査等 大学入学共通テスト・個別学力検査等の配点等

から２


