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【一般選抜（個別選抜型）入学試験】 
 

 

 

●2023年度入試からの変更点 

・募集人員：以下のとおり変更します。 

児童学科（2教科）（変更前）35 → （変更後）30 

日本文学科（変更前）60 → （変更後）50 

教育学科（変更前）35 → （変更後）40 

数物情報科学科（2教科）（変更前）35 → （変更後）33 

・配点・合計点：史学科では地理歴史の配点と合計点を以下のとおり変更します。 

（変更前）配点 英語100点 国語100点 地理歴史100点 合計点 300点 

（変更後）配点 英語100点 国語100点 地理歴史150点（傾斜配点を行い、100点を150点として扱う） 合計点 350点 

 

 

【趣旨】 

 

一般選抜（個別選抜型）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。 

文章理解力、論理的思考力、表現力、各学問分野への意欲・適性を筆記試験により判定します。 

 

 

 

【募集人員・試験教科・科目・配点・時間等】 

 

＜家政学部（２教科入試）＞ 

●数学Ａは選択分野である「場合の数と確率」、「整数の性質」及び「図形の性質」をすべて出題範囲に含める。 

●国語総合及び古典Ｂのうち、漢文を除く。 

学科（専攻） 
募集 

人員 
教科 科目・出題範囲 配点 合計点 時間 

児童 30 

外国語 【コミュニケーション英語Ｉ,Ⅱ,Ⅲ、英語表現Ｉ,Ⅱ】 100点 

200点 

90分 

数学 【数学Ｉ,Ⅱ,Ａ,Ｂ（数列,ベクトル）】 

100点 70分 国語 【国語総合、現代文Ｂ、古典Ｂ】 

 の２科目より１科目選択 

食物（食物学） 16 

外国語 【コミュニケーション英語Ｉ,Ⅱ,Ⅲ、英語表現Ｉ,Ⅱ】 100点 

200点 

90分 

数学 【数学Ｉ,Ⅱ,Ａ,Ｂ（数列,ベクトル）】 

100点 70分 理科 【化学基礎、化学】【生物基礎、生物】 

 の３科目より１科目選択 

食物（管理栄養士） 30 

外国語 【コミュニケーション英語Ｉ,Ⅱ,Ⅲ、英語表現Ｉ,Ⅱ】 100点 

200点 

90分 

数学 【数学Ｉ,Ⅱ,Ａ,Ｂ（数列,ベクトル）】 

100点 70分 理科 【化学基礎、化学】【生物基礎、生物】 

 の３科目より１科目選択 

被服 38 

外国語 【コミュニケーション英語Ｉ,Ⅱ,Ⅲ、英語表現Ｉ,Ⅱ】 100点 

200点 

90分 

数学 【数学Ｉ,Ⅱ,Ａ,Ｂ（数列,ベクトル）】 

100点 70分 
国語 【国語総合、現代文Ｂ、古典Ｂ】 

理科 【化学基礎、化学】【生物基礎、生物】【物理基礎、物理】 

 の５科目より１科目選択 

家政経済 45 

外国語 【コミュニケーション英語Ｉ,Ⅱ,Ⅲ、英語表現Ｉ,Ⅱ】 100点 

200点 

90分 

数学 【数学Ｉ,Ⅱ,Ａ,Ｂ（数列,ベクトル）】 

100点 70分 国語 【国語総合、現代文Ｂ、古典Ｂ】 

 の２科目より１科目選択 
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＜家政学部（３教科入試）＞ 

●数学Ａは選択分野である「場合の数と確率」、「整数の性質」及び「図形の性質」をすべて出題範囲に含める。 

●国語総合及び古典Ｂのうち、漢文を除く。 

※家政経済学科では数学、国語について傾斜配点を行い、数学は100点を150点満点として扱い、国語は100点を50点満点として扱う

（計300点）。 

学科（専攻） 
募集 

人員 
教科 科目・出題範囲 配点 合計点 時間 

児童 3 

外国語 【コミュニケーション英語Ｉ,Ⅱ,Ⅲ、英語表現Ｉ,Ⅱ】 100点 

300点 

90分 

国語 【国語総合、現代文Ｂ、古典Ｂ】 100点 70分 

数学 【数学Ｉ,Ⅱ,Ａ,Ｂ（数列,ベクトル）】 

100点 70分 理科 【化学基礎、化学】【生物基礎、生物】【物理基礎、物理】 

 の４科目より１科目選択 

食物（食物学） 2 

外国語 【コミュニケーション英語Ｉ,Ⅱ,Ⅲ、英語表現Ｉ,Ⅱ】 100点 

300点 

90分 

数学 【数学Ｉ,Ⅱ,Ａ,Ｂ（数列,ベクトル）】 

各100点 各70分 理科 【化学基礎、化学】【生物基礎、生物】 

 の３科目より２科目選択 

食物（管理栄養士） 2 

外国語 【コミュニケーション英語Ｉ,Ⅱ,Ⅲ、英語表現Ｉ,Ⅱ】 100点 

300点 

90分 

数学 【数学Ｉ,Ⅱ,Ａ,Ｂ（数列,ベクトル）】 

各100点 各70分 理科 【化学基礎、化学】【生物基礎、生物】 

 の３科目より２科目選択 

被服 3 

外国語 【コミュニケーション英語Ｉ,Ⅱ,Ⅲ、英語表現Ｉ,Ⅱ】 100点 

300点 

90分 

数学 【数学Ｉ,Ⅱ,Ａ,Ｂ（数列,ベクトル）】 

各100点 各70分 
国語 【国語総合、現代文Ｂ、古典Ｂ】 

理科 【化学基礎、化学】【生物基礎、生物】【物理基礎、物理】 

 の５科目より２科目選択 

家政経済 4 

外国語 【コミュニケーション英語Ｉ,Ⅱ,Ⅲ、英語表現Ｉ,Ⅱ】 100点 

300点 

90分 

数学 【数学Ｉ,Ⅱ,Ａ,Ｂ（数列,ベクトル）】 150点 70分 

国語 【国語総合、現代文Ｂ、古典Ｂ】 50点 70分 

 

 

 

＜文学部＞ 

※日本文学科では国語について傾斜配点を行い、100点を150点満点として扱う（計350点）。 

※英文学科では外国語について傾斜配点を行い、100点を150点満点として扱う（計350点）。 

※史学科では地理歴史について傾斜配点を行い、100点を150点満点として扱う（計350点）。 

学科 
募集 

人員 
教科 科目・出題範囲 配点 合計点 時間 

日本文 50 

外国語 【コミュニケーション英語Ｉ,Ⅱ,Ⅲ、英語表現Ｉ,Ⅱ】 100点 

350点 

90分 

国語 【国語総合、現代文Ｂ、古典Ｂ】 150点 90分 

地理歴史 【世界史Ｂ】【日本史Ｂ】 

の２科目より１科目選択 
100点 90分 

英文 70 

外国語 【コミュニケーション英語Ｉ,Ⅱ,Ⅲ、英語表現Ｉ,Ⅱ】 150点 

350点 

90分 

国語 【国語総合、現代文Ｂ、古典Ｂ】 100点 90分 

地理歴史 【世界史Ｂ】【日本史Ｂ】 

の２科目より１科目選択 
100点 90分 

史 42 

外国語 【コミュニケーション英語Ｉ,Ⅱ,Ⅲ、英語表現Ｉ,Ⅱ】 100点 

350点 

90分 

国語 【国語総合、現代文Ｂ、古典Ｂ】 100点 90分 

地理歴史 【世界史Ｂ】【日本史Ｂ】 

の２科目より１科目選択 
150点 90分 
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＜人間社会学部＞ 

●数学Ａは選択分野である「場合の数と確率」、「整数の性質」及び「図形の性質」をすべて出題範囲に含める。 

学科 
募集 

人員 
教科 科目・出題範囲 配点 合計点 時間 

現代社会 57 

外国語 【コミュニケーション英語Ｉ,Ⅱ,Ⅲ、英語表現Ｉ,Ⅱ】 100点 

300点 

90分 

国語 【国語総合、現代文Ｂ、古典Ｂ】 100点 90分 

地理歴史 【世界史Ｂ】【日本史Ｂ】 

100点 70分 数学 【数学Ⅰ,Ⅱ,Ａ,Ｂ（数列､ベクトル）】 

 の３科目より１科目選択 

社会福祉 47 

外国語 【コミュニケーション英語Ｉ,Ⅱ,Ⅲ、英語表現Ｉ,Ⅱ】 100点 

300点 

90分 

国語 【国語総合、現代文Ｂ、古典Ｂ】 100点 90分 

地理歴史 【世界史Ｂ】【日本史Ｂ】 

100点 70分 数学 【数学Ⅰ,Ⅱ,Ａ,Ｂ（数列､ベクトル）】 

 の３科目より１科目選択 

教育 40 

外国語 【コミュニケーション英語Ｉ,Ⅱ,Ⅲ、英語表現Ｉ,Ⅱ】 100点 

300点 

90分 

国語 【国語総合、現代文Ｂ、古典Ｂ】 100点 90分 

地理歴史 【世界史Ｂ】【日本史Ｂ】 

100点 70分 数学 【数学Ⅰ,Ⅱ,Ａ,Ｂ（数列､ベクトル）】 

 の３科目より１科目選択 

心理 38 

外国語 【コミュニケーション英語Ｉ,Ⅱ,Ⅲ、英語表現Ｉ,Ⅱ】 100点 

300点 

90分 

国語 【国語総合、現代文Ｂ、古典Ｂ】 100点 90分 

地理歴史 【世界史Ｂ】【日本史Ｂ】 

100点 70分 数学 【数学Ⅰ,Ⅱ,Ａ,Ｂ（数列､ベクトル）】 

 の３科目より１科目選択 

 

 

＜理学部（２教科入試）＞ 

●数学Ａは選択分野である「場合の数と確率」、「整数の性質」及び「図形の性質」をすべて出題範囲に含める。 

学科 
募集 

人員 
教科 科目・出題範囲 配点 合計点 時間 

数物情報科 33 

数学 【数学Ｉ,Ⅱ,Ⅲ,Ａ,Ｂ（数列,ベクトル）】 100点 

200点 

70分 

外国語 【コミュニケーション英語Ｉ,Ⅱ,Ⅲ、英語表現Ｉ,Ⅱ】 

100点 
外国語90分 

理科70分 
理科 【物理基礎、物理】【化学基礎、化学】 

 の３科目より１科目選択 

化学生命科 33 

外国語 【コミュニケーション英語Ｉ,Ⅱ,Ⅲ、英語表現Ｉ,Ⅱ】 100点 

200点 

90分 

数学 【数学Ｉ,Ⅱ,Ⅲ,Ａ,Ｂ（数列,ベクトル）】 

100点 70分 理科 【化学基礎、化学】【生物基礎、生物】 

 の３科目より１科目選択 

 

 

＜理学部（３教科入試）＞ 

●数学Ａは選択分野である「場合の数と確率」、「整数の性質」及び「図形の性質」をすべて出題範囲に含める。 

学科 
募集 

人員 
教科 科目・出題範囲 配点 合計点 時間 

数物情報科 5 

数学 【数学Ｉ,Ⅱ,Ⅲ,Ａ,Ｂ（数列,ベクトル）】 100点 

300点 

70分 

外国語 【コミュニケーション英語Ｉ,Ⅱ,Ⅲ、英語表現Ｉ,Ⅱ】 100点 90分 

理科 【物理基礎、物理】【化学基礎、化学】 

の２科目より１科目選択 
100点 70分 

化学生命科 8 

外国語 【コミュニケーション英語Ｉ,Ⅱ,Ⅲ、英語表現Ｉ,Ⅱ】 100点 

300点 

90分 

数学 【数学Ｉ,Ⅱ,Ⅲ,Ａ,Ｂ（数列,ベクトル）】 

各100点 各70分 理科 【化学基礎、化学】【生物基礎、生物】 

 の３科目より２科目選択 
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＜国際文化学部＞ 

●数学Ａは選択分野である「場合の数と確率」、「整数の性質」及び「図形の性質」をすべて出題範囲に含める。 

※外国語について傾斜配点を行い、100点を120点満点として扱う（計320点）。 

学科 
募集 

人員 
教科 科目・出題範囲 配点 合計点 時間 

国際文化 40 

外国語 【コミュニケーション英語Ｉ,Ⅱ,Ⅲ、英語表現Ｉ,Ⅱ】 120点 

320点 

90分 

国語 【国語総合、現代文Ｂ、古典Ｂ】 100点 90分 

地理歴史 【世界史Ｂ】【日本史Ｂ】 

100点 70分 数学 【数学Ⅰ,Ⅱ,Ａ,Ｂ（数列,ベクトル）】 

 の３科目より１科目選択 

 

 

＜建築デザイン学部（仮称）（２教科入試）＞ 

●数学Ａは選択分野である「場合の数と確率」、「整数の性質」及び「図形の性質」をすべて出題範囲に含める。 

●国語総合及び古典Ｂのうち、漢文を除く。 

学科 
募集 

人員 
教科 科目・出題範囲 配点 合計点 時間 

建築デザイン（仮称） 18 

外国語 【コミュニケーション英語Ｉ,Ⅱ,Ⅲ、英語表現Ｉ,Ⅱ】 100点 

200点 

90分 

数学 【数学Ｉ,Ⅱ,Ａ,Ｂ（数列,ベクトル）】 

100点 70分 
国語 【国語総合、現代文Ｂ、古典Ｂ】 

理科 【物理基礎、物理】 

 の３科目より１科目選択 

 

 

＜建築デザイン学部（仮称）（３教科入試）＞ 

●数学Ａは選択分野である「場合の数と確率」、「整数の性質」及び「図形の性質」をすべて出題範囲に含める。 

●国語総合及び古典Ｂのうち、漢文を除く。 

学科 
募集 

人員 
教科 科目・出題範囲 配点 合計点 時間 

建築デザイン（仮称） 36 

外国語 【コミュニケーション英語Ｉ,Ⅱ,Ⅲ、英語表現Ｉ,Ⅱ】 100点 

300点 

90分 

数学 【数学Ｉ,Ⅱ,Ａ,Ｂ（数列,ベクトル）】 

各100点 各70分 
国語 【国語総合、現代文Ｂ、古典Ｂ】 

理科 【物理基礎、物理】 

 の３科目より２科目選択 

 

 

 

【試験日】 

 

2024年２月１日 (木) 文学部 

2024年２月２日 (金) 人間社会学部・国際文化学部 

2024年２月３日 (土) 家政学部・理学部・建築デザイン学部（仮称） 
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【第二志望学科選択（一般選抜家政学部志願者対象）】 

 

一般選抜（個別選抜型）家政学部２教科入試志願者で希望がある場合のみ、第二志望学科を選ぶことができます。 

合否判定にあたっては、第一志望学科（専攻）を優先して合格者及び補欠者を決定します。 

したがって、もっとも入学したい学科（専攻）を第一志望学科（専攻）としてください。 

家政学部の第二志望として選べる学科（専攻）は次のとおりです。 

 

①家政学部の各学科が指定する選択科目 

学部 学科（専攻） 選択しうる科目 

家政 

児童 

家政経済 
数学、国語 

食物（食物学） 

食物（管理栄養士） 
数学、化学、生物 

被服 数学、国語、化学、生物、物理 

 

②家政学部の各学科が指定する第二志望として選べる学科（専攻） 

学科（専攻） 選択科目 

第二志望として選べる学科（専攻） 

児童 
食物 

（食物学） 

食物 

（管理栄養士） 
被服 家政経済 

児童 
数学  ○ ○ ○ ○ 

国語    ○ ○ 

食物（食物学） 

数学 ○  ○ ○ ○ 

化学   ○ ○  

生物   ○ ○  

食物（管理栄養士） 

数学 ○ ○  ○ ○ 

化学  ○  ○  

生物  ○  ○  

被服 

数学 ○ ○ ○  ○ 

国語 ○    ○ 

化学  ○ ○   

生物  ○ ○   

物理      

家政経済 
数学 ○ ○ ○ ○  

国語 ○   ○  

 

以上 


