
は独自問題の教科・科目
は大学入学共通テストの教科・科目
は出願資格とする英語資格・検定試験

2022年度 試験概要
【一般選抜（個別学部日程）・一般選抜（全学部日程）・大学入学共通テスト利用入学者選抜】

2022年度 入学者選抜日程
【一般選抜（個別学部日程）・一般選抜（全学部日程）・大学入学共通テスト利用入学者選抜】 4

全学部・全学科共通事項
大学入学共通テストの『英語』（リーディング、リスニング）について
大学入学共通テストの『英語』の得点を扱う場合には、リーディング100点、リスニング100点の配点比率を
変えずにそのまま合計して200点満点としたうえで、各学部・学科が定める外国語の配点に換算して利用します。

テスト区分について

Ｂ方式 約40名

Ａ方式 約７０名

大学入学
共通テスト

独自問題

国語

外国語

外国語

－ 満点200点を100点に換算します。

満点200点を100点に換算します。

100点

－ １００点

70分 200点

『国語』
方式 募集人員 テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

文学部 英米文学科

文学部 フランス文学科

高等学校で学習する国語、外国語、地理歴史、公民などについて、内容を理解し、高等学校卒業相当の知識を有している。
物事を多面的かつ論理的に考察し、自分の考えをわかりやすく表現し、伝えることができる。
英語圏の文学・語学・文化に興味・関心・好奇心を持ち、生活や文化・価値観・考え方の違う世界の人 と々の共生を通じて社会に貢献する意欲を持っている。

【　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

高等学校で学習する国語、外国語、地理歴史などについて、高等学校卒業相当の知識を有している。
•上記の知識に基づいた問題解決能力を有している。 •文章を読んでその内容を的確に把握したうえで、それに対する自分の考えを秩序立てて表現することができる。
フランスの言語、文学、文化などに関心を持ち、それらについてより深く学ぼうという意欲がある。

【　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

■　一般選抜（個別学部日程）

『英語』（リーディング、リスニング）

総合問題(英語による） 60分 200点記述式問題、および小論文

大学入学
共通テスト

国語

地理歴史または公民
または数学または理科

１００点

左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。１００点

『国語』
「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Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』、
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」のうち１科目選択または
「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」のうちから
２科目選択（基礎を付した科目は２科目を１科目分とみなす）

コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ（リスニング含む）

独自問題
外国語 100分 200点コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、

コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ（リスニング含む）

Ｃ方式 約40名
国語 60分 100点国語総合（「漢文」を除く）

独自問題
外国語 100分 200点コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、

コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ（リスニング含む）

約5名

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

国語 70分 100点国語総合（「古文、漢文」を除く）独自問題

外国語 80分 150点コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

地理歴史または公民
または数学 60分 100点「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、

「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択

約15名

募集人員 テスト区分 教科 科目 配点 備考

大学入学
共通テスト

外国語

国語

地理歴史または公民
または数学または理科

200点

200点

左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。100点

『英語』（リーディング、リスニング）、『ドイツ語』、『フランス語』のうち１科目選択

『国語』
「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Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』、
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」のうち１科目選択または
「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」のうちから
２科目選択（基礎を付した科目は２科目を１科目分とみなす）

約10名

募集人員 テスト区分 教科 科目 配点 備考

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

アドミッション
ポリシー

アドミッション
ポリシー

Ｂ方式 約10名

Ａ方式 約40名
大学入学
共通テスト

独自問題

外国語

総合問題

－ ２００点

90分 200点

方式 募集人員 テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（個別学部日程）

総合問題（論述） ９０分 ２００点文化・社会等に関する長文読解を課し、言葉の知識・思考力、論述力を問う。

『英語』（リーディング、リスニング）、『ドイツ語』、『フランス語』のうち
１科目選択

地理歴史または公民 － 左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。100点「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』のうち１科目選択

文章読解を中心とし、読解力、論理的思考力、言葉の知識、外国の
文化・社会についての理解を問う総合問題。

大学入学
共通テスト
独自問題

外国語 － ２００点『英語』（リーディング、リスニング）、『ドイツ語』、『フランス語』のうち
１科目選択

約１５名

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

国語 70分 100点国語総合（「古文、漢文」を除く）独自問題

外国語 80分 150点コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

地理歴史または
公民または数学 60分 100点「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、

「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

＊B方式については、「総合問題（論述）」に基準点を設け、基準点に達した者のうち、大学入学共通テストの『外国語』の得点の上位者を合格とする。

3

■一般選抜（個別学部日程）

物理科学科（Ａ）
数理サイエンス学科（Ａ）
化学・生命科学科（Ａ）
電気電子工学科（Ａ）
機械創造工学科（Ａ）
経営システム工学科（Ａ）
情報テクノロジー学科（Ａ）

物理科学科（Ｂ）
数理サイエンス学科（Ｂ）
化学・生命科学科（Ｂ）
電気電子工学科（Ｂ）
機械創造工学科（Ｂ）
経営システム工学科（Ｂ）
情報テクノロジー学科（Ｂ）

英米文学科（Ａ）
日本文学科（Ｂ）

フランス文学科（Ａ）
史学科

国際政治学科（Ａ・Ｂ）
国際経済学科
国際コミュニケーション学科（Ａ・Ｂ）

社会情報学部
社会情報学部

総合文化政策学部 総合文化政策学科（Ａ）
社会情報学科（Ａ・Ｂ）
社会情報学科（Ｃ・Ｄ）

理工学部

理工学部

文学部

文学部

経営学部

国際政治経済学部

経済学部

教育学科
フランス文学科（Ｂ）
心理学科
英米文学科（Ｂ・Ｃ）

教育人間科学部
文学部
教育人間科学部
文学部

法学科（Ａ）
ヒューマンライツ学科＊（Ａ）

法学科（Ｂ）
ヒューマンライツ学科＊（Ｂ）

法学部

法学部

文学部 日本文学科（Ａ）
比較芸術学科

経済学科（Ａ・Ｂ）
現代経済デザイン学科（Ａ・Ｂ）

経営学科（Ａ・Ｂ）
マーケティング学科（Ａ・Ｂ）

■一般選抜（全学部日程）

学科（方式）

全ての学科（全教科型）

2月13日（日）全ての学科（全方式） 2月21日（月）

学　部出願期間 合格発表日

学科（教科型）出願期間 試験日 合格発表日 入学手続締切日

入学手続締切日

1月15日（土）
1月16日（日）

2月7日（月）

2月17日（木）

2月23日（水）

2月25日（金）

2月26日（土）

2月9日（水） 2月16日（水）

■大学入学共通テスト利用入学者選抜

※入学手続締切日までに、入学金を除く学費等についての延納（入学申込手続）を希望した者の入学完了手続締切日は2022年3月15日（火）です。
＊法学部ヒューマンライツ学科は2022年4月設置届出中。法学部ヒューマンライツ学科に関する出願期間・試験日等はすべて予定です。

総合文化政策学科（Ｂ）総合文化政策学部

コミュニティ人間科学科コミュニティ人間科学部

地球社会共生学科地球社会共生学部

学科（方式） 合格発表日 入学手続締切日出願期間 試験日

★試験時間帯について 「ＡＭ」…午前にのみ、1時限分の試験を実施します。
 「ＰＭ」…午後にのみ、1時限分の試験を実施します。
 「終日」…午前から午後にわたり複数時限分の試験を実施します。
●一般選抜（個別学部日程）では、試験日が異なる学部・学科・方式は併願ができ、さらに同一試験日であっても「ＡＭ」と「ＰＭ」で異なる試験時間帯に実施される学部・
学科・方式は併願ができます。
●一般選抜（個別学部日程）・一般選抜（全学部日程）・大学入学共通テスト利用入学者選抜の３つの選抜種別間で併願ができます。

試験日 試験時間帯★

2月9日（水）

2月10日（木）

2月11日（金）

2月13日（日）

2月14日（月）

2月15日（火）

2月17日（木）

2月18日（金）

2月19日（土）

3月4日（金）

2月24日（木）

3月2日（水）

地理歴史または公民 － 左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。100点「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』のうち１科目選択

外国語

満点200点を100点に換算します。

２００点『英語』（リーディング、リスニング）

Web出願登録期間
1月6日（木）～
1月14日（金）23：00まで
出願書類提出期限
1月18日（火）郵送必着

Web出願登録期間
1月6日（木）～
1月21日（金）23：00まで
出願書類提出期限
1月24日（月）郵送必着

Web出願登録期間
1月6日（木）～
1月24日（月）23：00まで
出願書類提出期限
1月26日（水）郵送必着

AM

AM

PM

終日

AM

終日

PM

AM

AM

PM

PM

終日

終日

AM

PM

AM

AM

全ての学部

全ての学部

学　部

学　部
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2022年度 試験概要
【一般選抜（個別学部日程）・一般選抜（全学部日程）・大学入学共通テスト利用入学者選抜】

Ｂ方式 約10名

Ａ方式 約55名
大学入学
共通テスト

大学入学
共通テスト

独自問題

独自問題

外国語
国語

外国語

国語

－ 満点200点を100点に換算します。『英語』（リーディング、リスニング）

方式 募集人員 テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

文学部 日本文学科
国語、外国語、地理歴史、公民などについて、高等学校卒業相当の知識を有している。
読解・分析・発表・討論を行うための日本語の高い理解・表現能力と情報や知識を総合的に捉える論理的思考力を有している。
多様な文化に対して開かれた心を持ち、他者と協働して積極的に社会に貢献する意欲がある。

【　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

■　一般選抜（個別学部日程）

国語総合・古典Ｂ

『英語』（リーディング、リスニング）

国語総合・古典Ｂ

90分

アドミッション
ポリシー

－

－ 満点200点を100点に換算します。

60分 －

は独自問題の教科・科目
は大学入学共通テストの教科・科目
は出願資格とする英語資格・検定試験

全学部・全学科共通事項
大学入学共通テストの『英語』（リーディング、リスニング）について
大学入学共通テストの『英語』の得点を扱う場合には、リーディング100点、リスニング100点の配点比率を
変えずにそのまま合計して200点満点としたうえで、各学部・学科が定める外国語の配点に換算して利用します。

テスト区分について

100点
150点

100点

150点

独自問題

外国語

国語

地理歴史または公民
または数学

80分

70分

コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

国語総合

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、
「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択 60分 －

－

－150点

150点

100点

約8名

大学入学
共通テスト

国語

外国語

地理歴史または公民
または数学または理科

『国語』

「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Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』、
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」のうち１科目選択または
「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」のうちから
２科目選択（基礎を付した科目は２科目を１科目分とみなす）

『英語』（リーディング、リスニング）、『ドイツ語』、『フランス語』、
『中国語』、『韓国語』のうち１科目選択

募集人員 テスト区分 教科 科目 配点 備考

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

－200点

左記科目については、
選択した科目の満点100点を
200点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

200点

－200点

約5名

大学入学
共通テスト

独自問題

外国語

国語

地理歴史または公民
または数学または理科

地理歴史

－ 満点200点を100点に換算します。

満点200点を100点に換算します。

左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

『英語』（リーディング、リスニング）、『ドイツ語』、
『フランス語』、『中国語』、『韓国語』のうち１科目選択

募集人員

約55名

テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

文学部 史学科
国語、外国語、地理歴史、公民などについて、高等学校卒業相当の知識を有している。
歴史学や考古学への関心を論理的に表現することができる。
歴史学や考古学への関心を通じて、変化する世界の情勢や文化、人間と社会について理解しようとする意欲を有している。

【　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

■　一般選抜（個別学部日程）

『国語』

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」のうち１科目選択。記述・論述を含む。 90分

アドミッション
ポリシー

－

－

－

100点

100点

150点

100点

独自問題 国語

地理歴史または公民
または数学

70分

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

国語総合

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、
「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択 60分 －

－150点

100点

約20名

大学入学
共通テスト

国語

外国語

『国語』

『英語』（リーディング、リスニング）、『ドイツ語』、『フランス語』、
『中国語』、『韓国語』のうち１科目選択

募集人員 テスト区分 教科 科目 配点 備考

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

－200点

－200点

約5名

「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Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』、
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」のうち１科目選択または
「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」のうちから
２科目選択（基礎を付した科目は２科目を１科目分とみなす）

外国語 80分コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ －150点

地理歴史または公民
または数学または理科

「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Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』、
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」のうち１科目選択または
「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」のうちから
２科目選択（基礎を付した科目は２科目を１科目分とみなす）

左記科目については、
選択した科目の満点100点を
200点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

200点

大学入学
共通テスト

独自問題

外国語

地理歴史

論述

－ 満点200点を100点に換算します。『英語』（リーディング、リスニング）

募集人員 テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

文学部 比較芸術学科
国語、外国語、地理歴史、芸術などについて、内容を理解し、高等学校卒業相当の知識を有している。
•物事を多面的かつ論理的に考察することができる。 •自分の考えを的確に表現し、伝えることができる。
•芸術、人間、自然、文化にかかわる諸問題に深い関心を持ち、大学での学びを通じて、自らの感性を磨き、社会に貢献する意欲を有している。
•積極的に他者とかかわり、対話を通して相互理解に努めようとする態度を有している。

【　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

■　一般選抜（個別学部日程）

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」のうち１科目選択

芸術にかかわる評論を読み、そのテーマに沿って
具体的な例をあげながら、考えるところを論述する。８００字程度。

－

アドミッション
ポリシー

90分 －

100点

国語 － 満点200点を100点に換算します。

左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

『国語』 100点

100点

150点

独自問題

外国語

国語

地理歴史または
公民または数学

80分

70分

コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

国語総合

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、
「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択 60分 －

－

－150点

150点

100点

大学入学
共通テスト

外国語

地理歴史または公民
または数学または理科

『英語』（リーディング、リスニング）、『ドイツ語』、『フランス語』、
『中国語』、『韓国語』のうち１科目選択

募集人員 テスト区分 教科 科目 配点 備考

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

200点

－200点

約5名

大学入学
共通テスト

独自問題
外国語
国語

小論文
－ 満点200点を100点に換算します。

満点200点を100点に換算します。
『英語』（リーディング、リスニング）

募集人員

約20名

テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

教育人間科学部 教育学科
国語、地理歴史、公民、数学、理科、英語などについて、高等学校卒業相当の知識を有している。
人間と社会について、論理的に思考・判断し、自らの考えを適切に表現することができる。
人間の成長・発達・形成について深い関心をもち、教育の問題を幅広い視野から探求し、教育学と隣接分野について学ぼうとする幅広い知的好奇心と強い意
欲を有している。

【　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

■　一般選抜（個別学部日程）

『国語』

文章・図表などに基づいて読解・論述する問題を課す。 90分

アドミッション
ポリシー

－

－
100点
100点

100点

独自問題 国語

地理歴史または公民
または数学

70分

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

国語総合（「古文、漢文」を除く）

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、
「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択 60分 －

－100点

100点

約70名

大学入学
共通テスト

国語

外国語

『国語』

『英語』（リーディング、リスニング）

募集人員 テスト区分 教科 科目 配点 備考

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

－200点

－200点

約10名

外国語 80分コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ －150点

地理歴史または公民
または数学または理科

「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Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』、
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」のうち１科目選択または
「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」のうちから
２科目選択（基礎を付した科目は２科目を１科目分とみなす）

左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。100点

約5名

約４５名

国語 『国語』 －200点

＊大学入学共通テストの『英語』と『国語』の合計点に基準点を設け、基準点に達した者のうち、「小論文」の得点の上位者を合格とする。

「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Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』、
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」のうち１科目選択または
「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」のうちから
２科目選択（基礎を付した科目は２科目を１科目分とみなす）

左記科目については、
選択した科目の満点100点を
200点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

地理歴史 － 左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」のうち１科目選択 100点
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2022年度 試験概要
【一般選抜（個別学部日程）・一般選抜（全学部日程）・大学入学共通テスト利用入学者選抜】

Ｂ方式 約10名

Ａ方式 約55名
大学入学
共通テスト

大学入学
共通テスト

独自問題

独自問題

外国語
国語

外国語

国語

－ 満点200点を100点に換算します。『英語』（リーディング、リスニング）

方式 募集人員 テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

文学部 日本文学科
国語、外国語、地理歴史、公民などについて、高等学校卒業相当の知識を有している。
読解・分析・発表・討論を行うための日本語の高い理解・表現能力と情報や知識を総合的に捉える論理的思考力を有している。
多様な文化に対して開かれた心を持ち、他者と協働して積極的に社会に貢献する意欲がある。

【　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

■　一般選抜（個別学部日程）

国語総合・古典Ｂ

『英語』（リーディング、リスニング）

国語総合・古典Ｂ

90分

アドミッション
ポリシー

－

－ 満点200点を100点に換算します。

60分 －

は独自問題の教科・科目
は大学入学共通テストの教科・科目
は出願資格とする英語資格・検定試験

全学部・全学科共通事項
大学入学共通テストの『英語』（リーディング、リスニング）について
大学入学共通テストの『英語』の得点を扱う場合には、リーディング100点、リスニング100点の配点比率を
変えずにそのまま合計して200点満点としたうえで、各学部・学科が定める外国語の配点に換算して利用します。

テスト区分について

100点
150点

100点

150点

独自問題

外国語

国語

地理歴史または公民
または数学

80分

70分

コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

国語総合

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、
「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択 60分 －

－

－150点

150点

100点

約8名

大学入学
共通テスト

国語

外国語

地理歴史または公民
または数学または理科

『国語』

「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Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』、
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」のうち１科目選択または
「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」のうちから
２科目選択（基礎を付した科目は２科目を１科目分とみなす）

『英語』（リーディング、リスニング）、『ドイツ語』、『フランス語』、
『中国語』、『韓国語』のうち１科目選択

募集人員 テスト区分 教科 科目 配点 備考

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

－200点

左記科目については、
選択した科目の満点100点を
200点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

200点

－200点

約5名

大学入学
共通テスト

独自問題

外国語

国語

地理歴史または公民
または数学または理科

地理歴史

－ 満点200点を100点に換算します。

満点200点を100点に換算します。

左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

『英語』（リーディング、リスニング）、『ドイツ語』、
『フランス語』、『中国語』、『韓国語』のうち１科目選択

募集人員

約55名

テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

文学部 史学科
国語、外国語、地理歴史、公民などについて、高等学校卒業相当の知識を有している。
歴史学や考古学への関心を論理的に表現することができる。
歴史学や考古学への関心を通じて、変化する世界の情勢や文化、人間と社会について理解しようとする意欲を有している。

【　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

■　一般選抜（個別学部日程）

『国語』

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」のうち１科目選択。記述・論述を含む。 90分

アドミッション
ポリシー

－

－

－

100点

100点

150点

100点

独自問題 国語

地理歴史または公民
または数学

70分

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

国語総合

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、
「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択 60分 －

－150点

100点

約20名

大学入学
共通テスト

国語

外国語

『国語』

『英語』（リーディング、リスニング）、『ドイツ語』、『フランス語』、
『中国語』、『韓国語』のうち１科目選択

募集人員 テスト区分 教科 科目 配点 備考

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

－200点

－200点

約5名

「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Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』、
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」のうち１科目選択または
「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」のうちから
２科目選択（基礎を付した科目は２科目を１科目分とみなす）

外国語 80分コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ －150点

地理歴史または公民
または数学または理科

「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Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』、
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」のうち１科目選択または
「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」のうちから
２科目選択（基礎を付した科目は２科目を１科目分とみなす）

左記科目については、
選択した科目の満点100点を
200点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

200点

大学入学
共通テスト

独自問題

外国語

地理歴史

論述

－ 満点200点を100点に換算します。『英語』（リーディング、リスニング）

募集人員 テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

文学部 比較芸術学科
国語、外国語、地理歴史、芸術などについて、内容を理解し、高等学校卒業相当の知識を有している。
•物事を多面的かつ論理的に考察することができる。 •自分の考えを的確に表現し、伝えることができる。
•芸術、人間、自然、文化にかかわる諸問題に深い関心を持ち、大学での学びを通じて、自らの感性を磨き、社会に貢献する意欲を有している。
•積極的に他者とかかわり、対話を通して相互理解に努めようとする態度を有している。

【　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

■　一般選抜（個別学部日程）

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」のうち１科目選択

芸術にかかわる評論を読み、そのテーマに沿って
具体的な例をあげながら、考えるところを論述する。８００字程度。

－

アドミッション
ポリシー

90分 －

100点

国語 － 満点200点を100点に換算します。

左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

『国語』 100点

100点

150点

独自問題

外国語

国語

地理歴史または
公民または数学

80分

70分

コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

国語総合

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、
「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択 60分 －

－

－150点

150点

100点

大学入学
共通テスト

外国語

地理歴史または公民
または数学または理科

『英語』（リーディング、リスニング）、『ドイツ語』、『フランス語』、
『中国語』、『韓国語』のうち１科目選択

募集人員 テスト区分 教科 科目 配点 備考

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

200点

－200点

約5名

大学入学
共通テスト

独自問題
外国語
国語

小論文
－ 満点200点を100点に換算します。

満点200点を100点に換算します。
『英語』（リーディング、リスニング）

募集人員

約20名

テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

教育人間科学部 教育学科
国語、地理歴史、公民、数学、理科、英語などについて、高等学校卒業相当の知識を有している。
人間と社会について、論理的に思考・判断し、自らの考えを適切に表現することができる。
人間の成長・発達・形成について深い関心をもち、教育の問題を幅広い視野から探求し、教育学と隣接分野について学ぼうとする幅広い知的好奇心と強い意
欲を有している。

【　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

■　一般選抜（個別学部日程）

『国語』

文章・図表などに基づいて読解・論述する問題を課す。 90分

アドミッション
ポリシー

－

－
100点
100点

100点

独自問題 国語

地理歴史または公民
または数学

70分

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

国語総合（「古文、漢文」を除く）

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、
「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択 60分 －

－100点

100点

約70名

大学入学
共通テスト

国語

外国語

『国語』

『英語』（リーディング、リスニング）

募集人員 テスト区分 教科 科目 配点 備考

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

－200点

－200点

約10名

外国語 80分コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ －150点

地理歴史または公民
または数学または理科

「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Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』、
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」のうち１科目選択または
「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」のうちから
２科目選択（基礎を付した科目は２科目を１科目分とみなす）

左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。100点

約5名

約４５名

国語 『国語』 －200点

＊大学入学共通テストの『英語』と『国語』の合計点に基準点を設け、基準点に達した者のうち、「小論文」の得点の上位者を合格とする。

「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Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』、
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」のうち１科目選択または
「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」のうちから
２科目選択（基礎を付した科目は２科目を１科目分とみなす）

左記科目については、
選択した科目の満点100点を
200点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

地理歴史 － 左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」のうち１科目選択 100点
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は独自問題の教科・科目
は大学入学共通テストの教科・科目
は出願資格とする英語資格・検定試験

全学部・全学科共通事項
大学入学共通テストの『英語』（リーディング、リスニング）について
大学入学共通テストの『英語』の得点を扱う場合には、リーディング100点、リスニング100点の配点比率を
変えずにそのまま合計して200点満点としたうえで、各学部・学科が定める外国語の配点に換算して利用します。

テスト区分について

2022年度 試験概要
【一般選抜（個別学部日程）・一般選抜（全学部日程）・大学入学共通テスト利用入学者選抜】

大学入学
共通テスト

独自問題

外国語
国語

－ 満点200点を100点に換算します。
満点200点を100点に換算します。

『英語』（リーディング、リスニング）

募集人員 テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

教育人間科学部 心理学科
 国語、地理歴史、公民、数学、理科、英語などについて高等学校卒業相当の知識を有している。
 物事を論理的に考察し、自分の考えを的確に表現できる。
•人の心や社会問題に関する学問や実践に強い関心を持ち、専門的に探究する志を有している。
•多様化する現代社会に役立つ具体的な知恵と実践力を身につける意欲を有している。

【　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

■　一般選抜（個別学部日程）

『国語』 －

アドミッション
ポリシー

100点
100点

独自問題

外国語

国語

地理歴史または公民
または数学

80分

70分

コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

国語総合（「古文、漢文」を除く）

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、
「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択 60分 －

－

－150点

小論文 90分日本語の文章やデータを読み、物事を論理的に考察し、
自分の考えを的確に表現できる力を総合的に問う論述等を課す。 －100点

100点

100点

約58名

約15名

大学入学
共通テスト

外国語

地理歴史または公民
または数学または理科

『英語』（リーディング、リスニング）

「世界史Ａ」、「世界史Ｂ」、「日本史Ａ」、「日本史Ｂ」、「地理Ａ」、
「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、『倫理、政治・経済』、
「数学Ⅰ」、『数学Ⅰ・数学Ａ』、「数学Ⅱ」、『数学Ⅱ・数学Ｂ』、
『情報関係基礎』、「物理」、「化学」、「生物」、「地学」のうち１科目選択
または「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」のうちから
２科目選択(基礎を付した科目は２科目を１科目分とみなす)

募集人員 テスト区分 教科 科目 配点 備考

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

－200点

国語 『国語』 －200点

左記科目については、
選択した科目の満点100点を
50点に換算し、高得点の１科目を
合否判定に使用します。

50点約10名

独自問題

外国語

地理歴史または公民

数学

－

－

コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

外国語 コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

経済学部 経済学科
国語、外国語、地理歴史、公民、数学などについて、内容を理解し、高等学校卒業程度の知識を有している。
•自分の考えをわかりやすく表現し、伝えることができる。 •物事を多面的かつ論理的に考察し、自分の考えをもとめることができる。
学科の特徴を理解した上で、言語・文化・文学・歴史・人間・思想・地域・社会などに興味関心を持ち、それを大学における勉学を通じて追求し、
社会のために役立てる意欲を有している。

【　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

■　一般選抜（個別学部日程）

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」のうち１科目選択

数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ａ、数学Ｂ 60分

アドミッション
ポリシー

60分

－

－

100点

100点

独自問題 国語

地理歴史または公民
または数学

70分

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

国語総合（「古文、漢文」を除く）

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、
「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択 60分 －

－100点

100点

約30名

大学入学
共通テスト

地理歴史または公民

募集人員 テスト区分 教科 科目 配点 備考

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

100点
約10名

外国語 80分コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ －150点

独自問題

独自問題
外国語

外国語

テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

経済学部 現代経済デザイン学科
国語、外国語、地理歴史、公民、数学などについて、内容を理解し、高等学校卒業程度の知識を有している。
•自分の考えをわかりやすく表現し、伝えることができる。 •物事を多面的かつ論理的に考察し、自分の考えをもとめることができる。
学科の特徴を理解した上で、言語・文化・文学・歴史・人間・思想・地域・社会などに興味関心を持ち、それを大学における勉学を通じて追求し、
社会のために役立てる意欲を有している。

【　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

■　一般選抜（個別学部日程）

コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

90分

アドミッション
ポリシー

90分 －

150点

150点

独自問題

外国語

国語

地理歴史または公民
または数学

80分

70分

コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

国語総合（「古文、漢文」を除く）

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、
「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択 60分 －

－

－150点

100点

100点

大学入学
共通テスト

地理歴史または公民 「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』のうち１科目選択

募集人員 テスト区分 教科 科目 配点 備考

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

100点
約10名

法学部 法学科
•歴史や政治、経済についての知識を高等学校卒業相当レベルで習得している。
•日本語及び英語について、読む、書く、聞く、話すといった自己表現上の技能を高等学校卒業相当レベルで習得している。
•高等学校卒業相当レベルで物事について論理的に考えて判断できる。
•自らの考えを説得力ある適切な内容と論拠を持って表現するために必要な日本語での文章表現力の基礎を習得している。
•法学あるいは政治学に関心を持っている。
•入学後、「リーガルマインド」、論理的・合理的思考力と法的正義感を持って、社会的に妥当な結論を導ける「問題解決能力」を身に着ける意欲を有している。

【　知識・技能　】

【思考力・判断力・表現力】

【 意欲・関心・態度 】

アドミッション
ポリシー

約10名

国語

外国語

『国語』（近代以降の文章） －100点

数学 『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち１科目選択 100点

『英語』（リーディング、リスニング） －200点

＊大学入学共通テストの『英語』に基準点を設け、基準点に達した者のうち、総合点の上位者を合格とする。

Ａ方式 約180名

方式 募集人員

Ｂ方式 約100名

90分 150点

90分 150点

独自問題

国語 『国語』（近代以降の文章） －100点

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） －200点

数学 『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち１科目選択 100点

左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

「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』のうち１科目選択

左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

Ａ方式 約50名

方式 募集人員

Ｂ方式 約25名
数学 60分数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ａ、数学Ｂ 100点

地理歴史または公民 60分「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」のうち１科目選択 100点

－

－

－

大学入学
共通テスト

独自問題

大学入学
共通テスト

外国語

テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（個別学部日程）

『英語』（リーディング、リスニング）、『ドイツ語』、『フランス語』、
『中国語』、『韓国語』のうち１科目選択

英語（コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ）と
「日本史Ｂ」（１７世紀以降）、「世界史Ｂ」（１７世紀以降）、
「政治・経済」との総合問題とする。

－ 65点
Ａ方式 約80名

方式 募集人員

Ｂ方式 約25名

国語 －『国語』

『国語』

100点

独自問題 国語

地理歴史または公民
または数学

70分

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

国語総合（「古文、漢文」を除く）

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、
「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択 60分 －

－100点

100点

約80名

大学入学
共通テスト

国語

外国語

『国語』

『英語』（リーディング、リスニング）、『ドイツ語』、『フランス語』、
『中国語』、『韓国語』のうち１科目選択

募集人員 テスト区分 教科 科目 配点 備考

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

150点

100点

約10名

外国語 80分コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ －150点

地理歴史または公民
または数学または理科

「世界史Ａ」、「世界史Ｂ」、「日本史Ａ」、「日本史Ｂ」、「地理Ａ」、
「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、『倫理、政治・経済』、
「数学Ⅰ」、『数学Ⅰ・数学Ａ』、「数学Ⅱ」、『数学Ⅱ・数学Ｂ』、「物理」、
「化学」、「生物」、「地学」のうち１科目選択

左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

満点200点を150点に換算します。

満点200点を100点に換算します。

100点

国語

総合問題

－ 65点

90分 200点 －

満点200点を65点に換算します。

満点200点を100点に換算します。

満点200点を６５点に換算します。

独自問題 「国語総合」（「古文、漢文」を除く）と「日本史Ｂ」（１７世紀以降）、
「世界史Ｂ」（１７世紀以降）、「政治・経済」との総合問題とする。総合問題 90分 200点 －

地理歴史または公民
または数学

「世界史Ａ」、「世界史Ｂ」、「日本史Ａ」、「日本史Ｂ」、「地理Ａ」、
「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、『倫理、政治・経済』、
「数学Ⅰ」、『数学Ⅰ・数学Ａ』、「数学Ⅱ」、『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち１科目選択

「世界史Ａ」、「世界史Ｂ」、「日本史Ａ」、「日本史Ｂ」、「地理Ａ」、
「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、『倫理、政治・経済』、
「数学Ⅰ」、『数学Ⅰ・数学Ａ』、「数学Ⅱ」、『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち１科目選択

－ 35点

地理歴史または公民
または数学 － 35点

左記科目については、選択した科目の
満点100点を35点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

左記科目については、選択した科目の
満点100点を35点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

『英語』（リーディング、リスニング）、『ドイツ語』、『フランス語』、
『中国語』、『韓国語』のうち１科目選択外国語 － 100点 満点200点を100点に換算します。
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は独自問題の教科・科目
は大学入学共通テストの教科・科目
は出願資格とする英語資格・検定試験

全学部・全学科共通事項
大学入学共通テストの『英語』（リーディング、リスニング）について
大学入学共通テストの『英語』の得点を扱う場合には、リーディング100点、リスニング100点の配点比率を
変えずにそのまま合計して200点満点としたうえで、各学部・学科が定める外国語の配点に換算して利用します。

テスト区分について

2022年度 試験概要
【一般選抜（個別学部日程）・一般選抜（全学部日程）・大学入学共通テスト利用入学者選抜】

大学入学
共通テスト

独自問題

外国語
国語

－ 満点200点を100点に換算します。
満点200点を100点に換算します。

『英語』（リーディング、リスニング）

募集人員 テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

教育人間科学部 心理学科
 国語、地理歴史、公民、数学、理科、英語などについて高等学校卒業相当の知識を有している。
 物事を論理的に考察し、自分の考えを的確に表現できる。
•人の心や社会問題に関する学問や実践に強い関心を持ち、専門的に探究する志を有している。
•多様化する現代社会に役立つ具体的な知恵と実践力を身につける意欲を有している。

【　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

■　一般選抜（個別学部日程）

『国語』 －

アドミッション
ポリシー

100点
100点

独自問題

外国語

国語

地理歴史または公民
または数学

80分

70分

コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

国語総合（「古文、漢文」を除く）

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、
「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択 60分 －

－

－150点

小論文 90分日本語の文章やデータを読み、物事を論理的に考察し、
自分の考えを的確に表現できる力を総合的に問う論述等を課す。 －100点

100点

100点

約58名

約15名

大学入学
共通テスト

外国語

地理歴史または公民
または数学または理科

『英語』（リーディング、リスニング）

「世界史Ａ」、「世界史Ｂ」、「日本史Ａ」、「日本史Ｂ」、「地理Ａ」、
「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、『倫理、政治・経済』、
「数学Ⅰ」、『数学Ⅰ・数学Ａ』、「数学Ⅱ」、『数学Ⅱ・数学Ｂ』、
『情報関係基礎』、「物理」、「化学」、「生物」、「地学」のうち１科目選択
または「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」のうちから
２科目選択(基礎を付した科目は２科目を１科目分とみなす)

募集人員 テスト区分 教科 科目 配点 備考

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

－200点

国語 『国語』 －200点

左記科目については、
選択した科目の満点100点を
50点に換算し、高得点の１科目を
合否判定に使用します。

50点約10名

独自問題

外国語

地理歴史または公民

数学

－

－

コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

外国語 コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

経済学部 経済学科
国語、外国語、地理歴史、公民、数学などについて、内容を理解し、高等学校卒業程度の知識を有している。
•自分の考えをわかりやすく表現し、伝えることができる。 •物事を多面的かつ論理的に考察し、自分の考えをもとめることができる。
学科の特徴を理解した上で、言語・文化・文学・歴史・人間・思想・地域・社会などに興味関心を持ち、それを大学における勉学を通じて追求し、
社会のために役立てる意欲を有している。

【　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

■　一般選抜（個別学部日程）

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」のうち１科目選択

数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ａ、数学Ｂ 60分

アドミッション
ポリシー

60分

－

－

100点

100点

独自問題 国語

地理歴史または公民
または数学

70分

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

国語総合（「古文、漢文」を除く）

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、
「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択 60分 －

－100点

100点

約30名

大学入学
共通テスト

地理歴史または公民

募集人員 テスト区分 教科 科目 配点 備考

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

100点
約10名

外国語 80分コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ －150点

独自問題

独自問題
外国語

外国語

テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

経済学部 現代経済デザイン学科
国語、外国語、地理歴史、公民、数学などについて、内容を理解し、高等学校卒業程度の知識を有している。
•自分の考えをわかりやすく表現し、伝えることができる。 •物事を多面的かつ論理的に考察し、自分の考えをもとめることができる。
学科の特徴を理解した上で、言語・文化・文学・歴史・人間・思想・地域・社会などに興味関心を持ち、それを大学における勉学を通じて追求し、
社会のために役立てる意欲を有している。

【　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

■　一般選抜（個別学部日程）

コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

90分

アドミッション
ポリシー

90分 －

150点

150点

独自問題

外国語

国語

地理歴史または公民
または数学

80分

70分

コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

国語総合（「古文、漢文」を除く）

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、
「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択 60分 －

－

－150点

100点

100点

大学入学
共通テスト

地理歴史または公民 「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』のうち１科目選択

募集人員 テスト区分 教科 科目 配点 備考

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

100点
約10名

法学部 法学科
•歴史や政治、経済についての知識を高等学校卒業相当レベルで習得している。
•日本語及び英語について、読む、書く、聞く、話すといった自己表現上の技能を高等学校卒業相当レベルで習得している。
•高等学校卒業相当レベルで物事について論理的に考えて判断できる。
•自らの考えを説得力ある適切な内容と論拠を持って表現するために必要な日本語での文章表現力の基礎を習得している。
•法学あるいは政治学に関心を持っている。
•入学後、「リーガルマインド」、論理的・合理的思考力と法的正義感を持って、社会的に妥当な結論を導ける「問題解決能力」を身に着ける意欲を有している。

【　知識・技能　】

【思考力・判断力・表現力】

【 意欲・関心・態度 】

アドミッション
ポリシー

約10名

国語

外国語

『国語』（近代以降の文章） －100点

数学 『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち１科目選択 100点

『英語』（リーディング、リスニング） －200点

＊大学入学共通テストの『英語』に基準点を設け、基準点に達した者のうち、総合点の上位者を合格とする。

Ａ方式 約180名

方式 募集人員

Ｂ方式 約100名

90分 150点

90分 150点

独自問題

国語 『国語』（近代以降の文章） －100点

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） －200点

数学 『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち１科目選択 100点

左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

「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』のうち１科目選択

左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

Ａ方式 約50名

方式 募集人員

Ｂ方式 約25名
数学 60分数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ａ、数学Ｂ 100点

地理歴史または公民 60分「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」のうち１科目選択 100点

－

－

－

大学入学
共通テスト

独自問題

大学入学
共通テスト

外国語

テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（個別学部日程）

『英語』（リーディング、リスニング）、『ドイツ語』、『フランス語』、
『中国語』、『韓国語』のうち１科目選択

英語（コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ）と
「日本史Ｂ」（１７世紀以降）、「世界史Ｂ」（１７世紀以降）、
「政治・経済」との総合問題とする。

－ 65点
Ａ方式 約80名

方式 募集人員

Ｂ方式 約25名

国語 －『国語』

『国語』

100点

独自問題 国語

地理歴史または公民
または数学

70分

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

国語総合（「古文、漢文」を除く）

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、
「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択 60分 －

－100点

100点

約80名

大学入学
共通テスト

国語

外国語

『国語』

『英語』（リーディング、リスニング）、『ドイツ語』、『フランス語』、
『中国語』、『韓国語』のうち１科目選択

募集人員 テスト区分 教科 科目 配点 備考

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

150点

100点

約10名

外国語 80分コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ －150点

地理歴史または公民
または数学または理科

「世界史Ａ」、「世界史Ｂ」、「日本史Ａ」、「日本史Ｂ」、「地理Ａ」、
「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、『倫理、政治・経済』、
「数学Ⅰ」、『数学Ⅰ・数学Ａ』、「数学Ⅱ」、『数学Ⅱ・数学Ｂ』、「物理」、
「化学」、「生物」、「地学」のうち１科目選択

左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

満点200点を150点に換算します。

満点200点を100点に換算します。

100点

国語

総合問題

－ 65点

90分 200点 －

満点200点を65点に換算します。

満点200点を100点に換算します。

満点200点を６５点に換算します。

独自問題 「国語総合」（「古文、漢文」を除く）と「日本史Ｂ」（１７世紀以降）、
「世界史Ｂ」（１７世紀以降）、「政治・経済」との総合問題とする。総合問題 90分 200点 －

地理歴史または公民
または数学

「世界史Ａ」、「世界史Ｂ」、「日本史Ａ」、「日本史Ｂ」、「地理Ａ」、
「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、『倫理、政治・経済』、
「数学Ⅰ」、『数学Ⅰ・数学Ａ』、「数学Ⅱ」、『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち１科目選択

「世界史Ａ」、「世界史Ｂ」、「日本史Ａ」、「日本史Ｂ」、「地理Ａ」、
「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、『倫理、政治・経済』、
「数学Ⅰ」、『数学Ⅰ・数学Ａ』、「数学Ⅱ」、『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち１科目選択

－ 35点

地理歴史または公民
または数学 － 35点

左記科目については、選択した科目の
満点100点を35点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

左記科目については、選択した科目の
満点100点を35点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

『英語』（リーディング、リスニング）、『ドイツ語』、『フランス語』、
『中国語』、『韓国語』のうち１科目選択外国語 － 100点 満点200点を100点に換算します。
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は独自問題の教科・科目
は大学入学共通テストの教科・科目
は出願資格とする英語資格・検定試験

全学部・全学科共通事項
大学入学共通テストの『英語』（リーディング、リスニング）について
大学入学共通テストの『英語』の得点を扱う場合には、リーディング100点、リスニング100点の配点比率を
変えずにそのまま合計して200点満点としたうえで、各学部・学科が定める外国語の配点に換算して利用します。

テスト区分について

2022年度 試験概要
【一般選抜（個別学部日程）・一般選抜（全学部日程）・大学入学共通テスト利用入学者選抜】

独自問題

大学入学
共通テスト

独自問題

大学入学
共通テスト

地理歴史または公民
または数学

テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

■ 一般選抜（個別学部日程）

－ 100点
Ａ方式 約160名

方式 募集人員

Ｂ方式 約40名

国語 －『国語』

英語の長文読解を中心として基礎力・総合力を問う問題
（記述式問題を含む）

英語の長文読解を中心として基礎力・総合力を問う問題
（記述式問題を含む）

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、「政治・経済」、
『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち１科目選択

『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』

100点

独自問題 国語

地理歴史または公民
または数学

70分

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■ 一般選抜（全学部日程）

国語総合（「古文、漢文」を除く）

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、
「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択 60分 －

－100点

100点

約25名

大学入学
共通テスト

国語

地理歴史または公民
または数学

『国語』

「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Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち１科目選択

募集人員 テスト区分 教科 科目 配点 備考

■ 大学入学共通テスト利用入学者選抜

100点

100点約10名

外国語 80分コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ －150点

満点200点を100点に換算します。

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） 100点 満点200点を100点に換算します。

左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

外国語

数学

外国語

－ 150点

90分 150点

90分 150点

－

－

満点200点を100点に換算します。

外国語 －『英語』（リーディング、リスニング） 50点 満点200点を50点に換算します。

左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

満点200点を150点に換算します。
『英語』（リーディング、リスニング）外国語 － 50点 満点200点を50点に換算します。

国語または
地理歴史または公民 － 50点『国語』、「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、「政治・経済」

のうち１科目選択
左記科目については、選択した科目
の満点を50点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

法学部 ヒューマンライツ学科 ＊
＊2022年4月開設予定。ヒューマンライツ学科に関する下記の内容はすべて予定です。

•歴史や政治、経済についての知識を高等学校卒業相当のレベルで習得している。
•日本語及び英語について、読む、書く、聞く、話すといった自己表現上の技能を高等学校卒業相当レベルで習得している。
•高等学校卒業相当レベルで物事について論理的に考えて判断できる。
•自らの考えを説得力ある適切な内容と論拠を持って表現するために必要な日本語での文章表現力の基礎を習得している。
•法学あるいは政治学に関心を持っている。又は、例えば障がい者の権利、子どもの権利など、具体的な人権問題に関心を持っている。
•入学後、「リーガルマインド」、論理的・合理的思考力と法的正義感を持って、社会的に妥当な結論を導ける「問題解決能力」を身に着ける意欲を有している。

【　知識・技能　】

【思考力・判断力・表現力】

【 意欲・関心・態度 】

アドミッション
ポリシー

経営学部 経営学科 
国語、外国語、地理歴史、公民、数学などについて、内容を理解し、高等学校卒業相当の知識を有している。
•自分の考えをわかりやすく表現し、伝えることができる。•物事を多面的かつ論理的に考察し、自分の考えをまとめることができる。
•学科の特徴を理解した上で、言語・文化・文学・歴史・人間・思想・宗教・地域・社会などに興味関心を持ち、それを大学における勉学を通じて追求し、社会のた
めに役立てる意欲がある。•チームワークを重んじ、自分の知識・技能、思考力・判断力・表現力をチームの成果のために活用する意欲がある。

【　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

アドミッション
ポリシー

経営学部 マーケティング学科
国語、外国語、地理歴史、公民、数学などについて、内容を理解し、高等学校卒業相当の知識を有している。
•自分の考えをわかりやすく表現し、伝えることができる。•物事を多面的かつ論理的に考察し、自分の考えをまとめることができる。
•学科の特徴を理解した上で、言語・文化・文学・歴史・人間・思想・宗教・地域・社会などに興味関心を持ち、それを大学における勉学を通じて追求し、社会のた
めに役立てる意欲がある。•チームワークを重んじ、自分の知識・技能、思考力・判断力・表現力をチームの成果のために活用する意欲がある。

【　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

アドミッション
ポリシー

独自問題

大学入学
共通テスト

独自問題

大学入学
共通テスト

地理歴史または公民
または数学

テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

■ 一般選抜（個別学部日程）

－ 100点
Ａ方式 約80名

方式 募集人員

Ｂ方式 約20名

国語 －『国語』

英語の長文読解を中心として基礎力・総合力を問う問題
（記述式問題を含む）

英語の長文読解を中心として基礎力・総合力を問う問題
（記述式問題を含む）

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、「政治・経済」、
『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち１科目選択

『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』

100点

独自問題 国語

地理歴史または公民
または数学

70分

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■ 一般選抜（全学部日程）

国語総合（「古文、漢文」を除く）

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、
「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択 60分 －

－100点

100点

約15名

大学入学
共通テスト

国語

地理歴史または公民
または数学

『国語』

「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Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち１科目選択

募集人員 テスト区分 教科 科目 配点 備考

■ 大学入学共通テスト利用入学者選抜

100点

100点約5名

外国語 80分コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ －150点

満点200点を100点に換算します。

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） 100点 満点200点を100点に換算します。

左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

外国語

数学

外国語

－ 150点

90分 150点

90分 150点

－

－

満点200点を100点に換算します。

外国語 －『英語』（リーディング、リスニング） 50点 満点200点を50点に換算します。

左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

満点200点を150点に換算します。
『英語』（リーディング、リスニング）外国語 － 50点 満点200点を50点に換算します。

国語または
地理歴史または公民 － 50点『国語』、「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、「政治・経済」

のうち１科目選択
左記科目については、選択した科目
の満点を50点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

大学入学
共通テスト

独自問題

大学入学
共通テスト

外国語

テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（個別学部日程）

『英語』（リーディング、リスニング）、『ドイツ語』、『フランス語』、
『中国語』、『韓国語』のうち１科目選択

英語（コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ）と
「日本史Ｂ」（１７世紀以降）、「世界史Ｂ」（１７世紀以降）、
「政治・経済」との総合問題とする。

－ 65点
Ａ方式 約20名

方式 募集人員

Ｂ方式 約10名

国語 －『国語』

『国語』

100点

独自問題 国語

地理歴史または公民
または数学

70分

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

国語総合（「古文、漢文」を除く）

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、
「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択 60分 －

－100点

100点

約25名

大学入学
共通テスト

国語

外国語

『国語』

『英語』（リーディング、リスニング）、『ドイツ語』、『フランス語』、
『中国語』、『韓国語』のうち１科目選択

募集人員 テスト区分 教科 科目 配点 備考

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

150点

100点

約5名

外国語 80分コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ －150点

地理歴史または公民
または数学または理科

「世界史Ａ」、「世界史Ｂ」、「日本史Ａ」、「日本史Ｂ」、「地理Ａ」、
「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、『倫理、政治・経済』、
「数学Ⅰ」、『数学Ⅰ・数学Ａ』、「数学Ⅱ」、『数学Ⅱ・数学Ｂ』、「物理」、
「化学」、「生物」、「地学」のうち１科目選択

左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

満点200点を150点に換算します。

満点200点を100点に換算します。

100点

国語

総合問題

－ 65点

90分 200点 －

満点200点を65点に換算します。

満点200点を100点に換算します。

満点200点を６５点に換算します。

独自問題 「国語総合」（「古文、漢文」を除く）と「日本史Ｂ」（１７世紀以降）、
「世界史Ｂ」（１７世紀以降）、「政治・経済」との総合問題とする。総合問題 90分 200点 －

地理歴史または公民
または数学

「世界史Ａ」、「世界史Ｂ」、「日本史Ａ」、「日本史Ｂ」、「地理Ａ」、
「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、『倫理、政治・経済』、
「数学Ⅰ」、『数学Ⅰ・数学Ａ』、「数学Ⅱ」、『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち１科目選択

「世界史Ａ」、「世界史Ｂ」、「日本史Ａ」、「日本史Ｂ」、「地理Ａ」、
「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、『倫理、政治・経済』、
「数学Ⅰ」、『数学Ⅰ・数学Ａ』、「数学Ⅱ」、『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち１科目選択

－ 35点

地理歴史または公民
または数学 － 35点

左記科目については、選択した科目の
満点100点を35点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

左記科目については、選択した科目の
満点100点を35点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

『英語』（リーディング、リスニング）、『ドイツ語』、『フランス語』、
『中国語』、『韓国語』のうち１科目選択外国語 － 100点 満点200点を100点に換算します。
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は独自問題の教科・科目
は大学入学共通テストの教科・科目
は出願資格とする英語資格・検定試験

全学部・全学科共通事項
大学入学共通テストの『英語』（リーディング、リスニング）について
大学入学共通テストの『英語』の得点を扱う場合には、リーディング100点、リスニング100点の配点比率を
変えずにそのまま合計して200点満点としたうえで、各学部・学科が定める外国語の配点に換算して利用します。

テスト区分について

2022年度 試験概要
【一般選抜（個別学部日程）・一般選抜（全学部日程）・大学入学共通テスト利用入学者選抜】

独自問題

大学入学
共通テスト

独自問題

大学入学
共通テスト

地理歴史または公民
または数学

テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（個別学部日程）

－ 100点
Ａ方式 約160名

方式 募集人員

Ｂ方式 約40名

国語 －『国語』

英語の長文読解を中心として基礎力・総合力を問う問題
（記述式問題を含む）

英語の長文読解を中心として基礎力・総合力を問う問題
（記述式問題を含む）

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、「政治・経済」、
『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち１科目選択

『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』

100点

独自問題 国語

地理歴史または公民
または数学

70分

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

国語総合（「古文、漢文」を除く）

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、
「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択 60分 －

－100点

100点

約25名

大学入学
共通テスト

国語

地理歴史または公民
または数学

『国語』

「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Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち１科目選択

募集人員 テスト区分 教科 科目 配点 備考

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

100点

100点約10名

外国語 80分コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ －150点

満点200点を100点に換算します。

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） 100点 満点200点を100点に換算します。

左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

外国語

数学

外国語

－ 150点

90分 150点

90分 150点

－

－

満点200点を100点に換算します。

外国語 －『英語』（リーディング、リスニング） 50点 満点200点を50点に換算します。

左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

満点200点を150点に換算します。
『英語』（リーディング、リスニング）外国語 － 50点 満点200点を50点に換算します。

国語または
地理歴史または公民 － 50点『国語』、「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、「政治・経済」

のうち１科目選択
左記科目については、選択した科目
の満点を50点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

法学部 ヒューマンライツ学科 ＊
＊2022年4月設置届出中。ヒューマンライツ学科に関する下記の内容はすべて予定です。

•歴史や政治、経済についての知識を高等学校卒業相当のレベルで習得している。
•日本語及び英語について、読む、書く、聞く、話すといった自己表現上の技能を高等学校卒業相当レベルで習得している。
•高等学校卒業相当レベルで物事について論理的に考えて判断できる。
•自らの考えを説得力ある適切な内容と論拠を持って表現するために必要な日本語での文章表現力の基礎を習得している。
•法学あるいは政治学に関心を持っている。又は、例えば障がい者の権利、子どもの権利など、具体的な人権問題に関心を持っている。
•入学後、「リーガルマインド」、論理的・合理的思考力と法的正義感を持って、社会的に妥当な結論を導ける「問題解決能力」を身に着ける意欲を有している。

【　知識・技能　】

【思考力・判断力・表現力】

【 意欲・関心・態度 】

アドミッション
ポリシー

経営学部 経営学科 
国語、外国語、地理歴史、公民、数学などについて、内容を理解し、高等学校卒業相当の知識を有している。
•自分の考えをわかりやすく表現し、伝えることができる。 •物事を多面的かつ論理的に考察し、自分の考えをまとめることができる。
•学科の特徴を理解した上で、言語・文化・文学・歴史・人間・思想・宗教・地域・社会などに興味関心を持ち、それを大学における勉学を通じて追求し、社会のた
めに役立てる意欲がある。 •チームワークを重んじ、自分の知識・技能、思考力・判断力・表現力をチームの成果のために活用する意欲がある。

【　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

アドミッション
ポリシー

経営学部 マーケティング学科
国語、外国語、地理歴史、公民、数学などについて、内容を理解し、高等学校卒業相当の知識を有している。
•自分の考えをわかりやすく表現し、伝えることができる。 •物事を多面的かつ論理的に考察し、自分の考えをまとめることができる。
•学科の特徴を理解した上で、言語・文化・文学・歴史・人間・思想・宗教・地域・社会などに興味関心を持ち、それを大学における勉学を通じて追求し、社会のた
めに役立てる意欲がある。 •チームワークを重んじ、自分の知識・技能、思考力・判断力・表現力をチームの成果のために活用する意欲がある。

【　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

アドミッション
ポリシー

独自問題

大学入学
共通テスト

独自問題

大学入学
共通テスト

地理歴史または公民
または数学

テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（個別学部日程）

－ 100点
Ａ方式 約80名

方式 募集人員

Ｂ方式 約20名

国語 －『国語』

英語の長文読解を中心として基礎力・総合力を問う問題
（記述式問題を含む）

英語の長文読解を中心として基礎力・総合力を問う問題
（記述式問題を含む）

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、「政治・経済」、
『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち１科目選択

『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』

100点

独自問題 国語

地理歴史または公民
または数学

70分

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

国語総合（「古文、漢文」を除く）

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、
「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択 60分 －

－100点

100点

約15名

大学入学
共通テスト

国語

地理歴史または公民
または数学

『国語』

「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Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち１科目選択

募集人員 テスト区分 教科 科目 配点 備考

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

100点

100点約5名

外国語 80分コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ －150点

満点200点を100点に換算します。

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） 100点 満点200点を100点に換算します。

左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

外国語

数学

外国語

－ 150点

90分 150点

90分 150点

－

－

満点200点を100点に換算します。

外国語 －『英語』（リーディング、リスニング） 50点 満点200点を50点に換算します。

左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

満点200点を150点に換算します。
『英語』（リーディング、リスニング）外国語 － 50点 満点200点を50点に換算します。

国語または
地理歴史または公民 － 50点『国語』、「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、「政治・経済」

のうち１科目選択
左記科目については、選択した科目
の満点を50点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

大学入学
共通テスト

独自問題

大学入学
共通テスト

外国語

テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（個別学部日程）

『英語』（リーディング、リスニング）、『ドイツ語』、『フランス語』、
『中国語』、『韓国語』のうち１科目選択

英語（コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ）と
「日本史Ｂ」（１７世紀以降）、「世界史Ｂ」（１７世紀以降）、
「政治・経済」との総合問題とする。

－ 65点
Ａ方式 約20名

方式 募集人員

Ｂ方式 約10名

国語 －『国語』

『国語』

100点

独自問題 国語

地理歴史または公民
または数学

70分

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

国語総合（「古文、漢文」を除く）

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、
「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択 60分 －

－100点

100点

約25名

大学入学
共通テスト

国語

外国語

『国語』

『英語』（リーディング、リスニング）、『ドイツ語』、『フランス語』、
『中国語』、『韓国語』のうち１科目選択

募集人員 テスト区分 教科 科目 配点 備考

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

150点

100点

約5名

外国語 80分コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ －150点

地理歴史または公民
または数学または理科

「世界史Ａ」、「世界史Ｂ」、「日本史Ａ」、「日本史Ｂ」、「地理Ａ」、
「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、『倫理、政治・経済』、
「数学Ⅰ」、『数学Ⅰ・数学Ａ』、「数学Ⅱ」、『数学Ⅱ・数学Ｂ』、「物理」、
「化学」、「生物」、「地学」のうち１科目選択

左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

満点200点を150点に換算します。

満点200点を100点に換算します。

100点

国語

総合問題

－ 65点

90分 200点 －

満点200点を65点に換算します。

満点200点を100点に換算します。

満点200点を６５点に換算します。

独自問題 「国語総合」（「古文、漢文」を除く）と「日本史Ｂ」（１７世紀以降）、
「世界史Ｂ」（１７世紀以降）、「政治・経済」との総合問題とする。総合問題 90分 200点 －

地理歴史または公民
または数学

「世界史Ａ」、「世界史Ｂ」、「日本史Ａ」、「日本史Ｂ」、「地理Ａ」、
「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、『倫理、政治・経済』、
「数学Ⅰ」、『数学Ⅰ・数学Ａ』、「数学Ⅱ」、『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち１科目選択

「世界史Ａ」、「世界史Ｂ」、「日本史Ａ」、「日本史Ｂ」、「地理Ａ」、
「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、『倫理、政治・経済』、
「数学Ⅰ」、『数学Ⅰ・数学Ａ』、「数学Ⅱ」、『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち１科目選択

－ 35点

地理歴史または公民
または数学 － 35点

左記科目については、選択した科目の
満点100点を35点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

左記科目については、選択した科目の
満点100点を35点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

『英語』（リーディング、リスニング）、『ドイツ語』、『フランス語』、
『中国語』、『韓国語』のうち１科目選択外国語 － 100点 満点200点を100点に換算します。
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は独自問題の教科・科目
は大学入学共通テストの教科・科目
は出願資格とする英語資格・検定試験

全学部・全学科共通事項
大学入学共通テストの『英語』（リーディング、リスニング）について
大学入学共通テストの『英語』の得点を扱う場合には、リーディング100点、リスニング100点の配点比率を
変えずにそのまま合計して200点満点としたうえで、各学部・学科が定める外国語の配点に換算して利用します。

テスト区分について

2022年度 試験概要
【一般選抜（個別学部日程）・一般選抜（全学部日程）・大学入学共通テスト利用入学者選抜】

独自問題 国語
地理歴史または公民
または数学

70分

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

国語総合（「古文、漢文」を除く）
「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、
「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択 60分 －

－100点

100点

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

外国語 80分コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ －150点

独自問題

独自問題

大学入学
共通テスト

テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（個別学部日程）

「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Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』
のうち１科目選択

論述・総合問題 「英語」、読解力・論理的思考力を問う問題（問題に英文を含む）

－ 25点
Ａ方式 約27名

方式 募集人員

Ｂ方式 約20名

70分 100点

外国語 －『英語』（リーディング、リスニング） 50点 満点200点を50点に換算します。

左記科目については、選択した科目の
満点100点を25点に換算し、高得点
の１科目を合否判定に使用します。

国語 －『国語』（近代以降の文章） 25点

指定する英語資格・検定試験のスコア・級を「出願資格」とする（詳細は
P.165参照）。英語資格・検定試験 － － －

－

満点100点を40点に換算します。

満点100点を25点に換算します。

－

論述・総合問題 「英語」、読解力・論理的思考力を問う問題（問題に英文を含む） 70分 100点

外国語 －『英語』（リーディング、リスニング） 60点 満点200点を60点に換算します。
国語 －『国語』（近代以降の文章） 40点

大学入学
共通テスト

テスト区分 教科 科目 備考募集人員

約5名

約10名

配点

地理歴史または公民
または数学 100点「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Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち１科目選択
左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

大学入学
共通テスト

大学入学
共通テスト

地理歴史または公民
または数学

テスト区分 教科 科目 備考

「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Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』
のうち１科目選択

３教科型 約10名

教科型 募集人員

４教科型 約10名

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） －

－

左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

国語 『国語』（近代以降の文章）

数学

地理歴史または公民

『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち１科目選択
左記科目については、選択した科目の
満点100点を200点に換算し、高得点
の１科目を合否判定に使用します。

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） －

国語 『国語』（近代以降の文章） －

配点

100点

200点

100点

200点

200点

100点

100点「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』のうち１科目選択

左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

大学入学
共通テスト

独自問題

地理歴史または公民
または数学

テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（個別学部日程）

－ 25点

募集人員
国語 －『国語』（近代以降の文章）

「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Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』
のうち１科目選択

25点

独自問題 国語
地理歴史または公民
または数学

70分

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

国語総合（「古文、漢文」を除く）
「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、
「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択 60分 －

－100点

100点

約5名

外国語 80分コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ －

－

150点

外国語 －『英語』（リーディング、リスニング） 50点 満点200点を50点に換算します。

満点100点を25点に換算します。

論述・総合問題 70分 100点
「地理歴史、公民」（「政治・経済」、17世紀以降の「世界史」、
17世紀以降の「日本史」）、数量的理解および読解力・論理的思考力
を問う問題（問題に英文を含む）

国際政治経済学部 国際経済学科       
国際社会の動向およびあり方について国際経済学の観点から理解し考察し分析するために必要とされる高校卒業レベルの知識および語学力を有している。
高校卒業レベルの知識および語学力に基づいて、自らの力で主体的に思考し、判断し、表現できる。
•国際社会のあり方について特に国際経済の観点から関心を有している。 •学びを通じて他者と積極的に協力・協働し行動する意欲を有している。

【　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

アドミッション
ポリシー

約70名国際政治経済学部 国際政治学科
国際社会の動向およびあり方について国際政治学の観点から理解し考察し分析するために必要とされる高校卒業レベルの知識および語学力を有している。
高校卒業レベルの知識および語学力に基づいて、自らの力で主体的に思考し、判断し、表現できる。
•国際社会のあり方について特に国際政治の観点から関心を有している。 
•学びを通じて他者と積極的に協力・協働し行動する意欲を有している。

【　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

アドミッション
ポリシー

独自問題 国語 70分

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

国語総合（「古文、漢文」を除く） －100点

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

外国語 80分コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ －150点

大学入学
共通テスト

独自問題

独自問題

大学入学
共通テスト

地理歴史または公民
または数学

テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（個別学部日程）

「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Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』
のうち１科目選択

論述・総合問題
「地理歴史、公民」（「政治・経済」、17世紀以降の「世界史」、
17世紀以降の「日本史」）、読解力・論理的思考力を問う問題
（問題に英文を含む）

－ 25点

Ａ方式 約64名

方式 募集人員

70分 100点

外国語 －『英語』（リーディング、リスニング） 50点 満点200点を50点に換算します。

満点100点を25点に換算します。
左記科目については、選択した科目の
満点100点を25点に換算し、高得点
の１科目を合否判定に使用します。

国語 －『国語』（近代以降の文章） 25点

指定する英語資格・検定試験のスコア・級を「出願資格」とする（詳細は
P.165参照）。英語資格・検定試験 － － －

－

論述・総合問題
「地理歴史、公民」（「政治・経済」、17世紀以降の「世界史」、
17世紀以降の「日本史」）、読解力・論理的思考力を問う問題
（問題に英文を含む）

70分

外国語 －『英語』（リーディング、リスニング） 60点 満点200点を60点に換算します。
満点100点を40点に換算します。国語 －『国語』（近代以降の文章） 40点

大学入学
共通テスト

大学入学
共通テスト

地理歴史または公民
または数学

テスト区分 教科 科目 備考

「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Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』
のうち１科目選択

３教科型 約10名

教科型 募集人員

４教科型 約10名

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） －

左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

国語 『国語』（近代以降の文章） －

地理歴史または公民

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） －

国語 『国語』（近代以降の文章） －

約5名

配点

100点

200点

100点

200点

100点

100点「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』のうち１科目選択

左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

左記科目については、選択した科目の
満点100点を25点に換算し、高得点
の1科目を合否判定に使用します。

国際政治経済学部 国際コミュニケーション学科
国際社会の動向およびあり方について国際コミュニケーション学の観点から理解し考察し分析するために必要とされる高校卒業レベルの知識および語学力を有している。
高校卒業レベルの知識および語学力に基づいて、自らの力で主体的に思考し、判断し、表現できる。
•国際社会のあり方について特に国際コミュニケーションの観点から関心を有している。 •学びを通じて他者と積極的に協力・協働し行動する意欲を有している。

【　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

アドミッション
ポリシー

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） －200点

国語 『国語』（近代以降の文章） －100点

地理歴史または公民
または数学

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、
「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択 60分 －100点

数学 『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち１科目選択
左記科目については、選択した科目の
満点100点を200点に換算し、高得点
の１科目を合否判定に使用します。

200点

Ｂ方式 約6名

－100点

大学入学
共通テスト

地理歴史または公民
または数学
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は独自問題の教科・科目
は大学入学共通テストの教科・科目
は出願資格とする英語資格・検定試験

全学部・全学科共通事項
大学入学共通テストの『英語』（リーディング、リスニング）について
大学入学共通テストの『英語』の得点を扱う場合には、リーディング100点、リスニング100点の配点比率を
変えずにそのまま合計して200点満点としたうえで、各学部・学科が定める外国語の配点に換算して利用します。

テスト区分について

2022年度 試験概要
【一般選抜（個別学部日程）・一般選抜（全学部日程）・大学入学共通テスト利用入学者選抜】

独自問題 国語
地理歴史または公民
または数学

70分

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

国語総合（「古文、漢文」を除く）
「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、
「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択 60分 －

－100点

100点

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

外国語 80分コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ －150点

独自問題

独自問題

大学入学
共通テスト

テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（個別学部日程）

「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Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』
のうち１科目選択

論述・総合問題 「英語」、読解力・論理的思考力を問う問題（問題に英文を含む）

－ 25点
Ａ方式 約27名

方式 募集人員

Ｂ方式 約20名

70分 100点

外国語 －『英語』（リーディング、リスニング） 50点 満点200点を50点に換算します。

左記科目については、選択した科目の
満点100点を25点に換算し、高得点
の１科目を合否判定に使用します。

国語 －『国語』（近代以降の文章） 25点

指定する英語資格・検定試験のスコア・級を「出願資格」とする（詳細は
P.165参照）。英語資格・検定試験 － － －

－

満点100点を40点に換算します。

満点100点を25点に換算します。

－

論述・総合問題 「英語」、読解力・論理的思考力を問う問題（問題に英文を含む） 70分 100点

外国語 －『英語』（リーディング、リスニング） 60点 満点200点を60点に換算します。
国語 －『国語』（近代以降の文章） 40点

大学入学
共通テスト

テスト区分 教科 科目 備考募集人員

約5名

約10名

配点

地理歴史または公民
または数学 100点「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Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち１科目選択
左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

大学入学
共通テスト

大学入学
共通テスト

地理歴史または公民
または数学

テスト区分 教科 科目 備考

「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Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』
のうち１科目選択

３教科型 約10名

教科型 募集人員

４教科型 約10名

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） －

－

左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

国語 『国語』（近代以降の文章）

数学

地理歴史または公民

『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち１科目選択
左記科目については、選択した科目の
満点100点を200点に換算し、高得点
の１科目を合否判定に使用します。

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） －

国語 『国語』（近代以降の文章） －

配点

100点

200点

100点

200点

200点

100点

100点「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』のうち１科目選択

左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

大学入学
共通テスト

独自問題

地理歴史または公民
または数学

テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（個別学部日程）

－ 25点

募集人員
国語 －『国語』（近代以降の文章）

「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Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』
のうち１科目選択

25点

独自問題 国語
地理歴史または公民
または数学

70分

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

国語総合（「古文、漢文」を除く）
「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、
「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択 60分 －

－100点

100点

約5名

外国語 80分コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ －

－

150点

外国語 －『英語』（リーディング、リスニング） 50点 満点200点を50点に換算します。

満点100点を25点に換算します。

論述・総合問題 70分 100点
「地理歴史、公民」（「政治・経済」、17世紀以降の「世界史」、
17世紀以降の「日本史」）、数量的理解および読解力・論理的思考力
を問う問題（問題に英文を含む）

国際政治経済学部 国際経済学科       
国際社会の動向およびあり方について国際経済学の観点から理解し考察し分析するために必要とされる高校卒業レベルの知識および語学力を有している。
高校卒業レベルの知識および語学力に基づいて、自らの力で主体的に思考し、判断し、表現できる。
•国際社会のあり方について特に国際経済の観点から関心を有している。 •学びを通じて他者と積極的に協力・協働し行動する意欲を有している。

【　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

アドミッション
ポリシー

約70名国際政治経済学部 国際政治学科
国際社会の動向およびあり方について国際政治学の観点から理解し考察し分析するために必要とされる高校卒業レベルの知識および語学力を有している。
高校卒業レベルの知識および語学力に基づいて、自らの力で主体的に思考し、判断し、表現できる。
•国際社会のあり方について特に国際政治の観点から関心を有している。 
•学びを通じて他者と積極的に協力・協働し行動する意欲を有している。

【　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

アドミッション
ポリシー

独自問題 国語 70分

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

国語総合（「古文、漢文」を除く） －100点

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

外国語 80分コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ －150点

大学入学
共通テスト

独自問題

独自問題

大学入学
共通テスト

地理歴史または公民
または数学

テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（個別学部日程）

「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Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』
のうち１科目選択

論述・総合問題
「地理歴史、公民」（「政治・経済」、17世紀以降の「世界史」、
17世紀以降の「日本史」）、読解力・論理的思考力を問う問題
（問題に英文を含む）

－ 25点

Ａ方式 約64名

方式 募集人員

70分 100点

外国語 －『英語』（リーディング、リスニング） 50点 満点200点を50点に換算します。

満点100点を25点に換算します。
左記科目については、選択した科目の
満点100点を25点に換算し、高得点
の１科目を合否判定に使用します。

国語 －『国語』（近代以降の文章） 25点

指定する英語資格・検定試験のスコア・級を「出願資格」とする（詳細は
P.165参照）。英語資格・検定試験 － － －

－

論述・総合問題
「地理歴史、公民」（「政治・経済」、17世紀以降の「世界史」、
17世紀以降の「日本史」）、読解力・論理的思考力を問う問題
（問題に英文を含む）

70分

外国語 －『英語』（リーディング、リスニング） 60点 満点200点を60点に換算します。
満点100点を40点に換算します。国語 －『国語』（近代以降の文章） 40点

大学入学
共通テスト

大学入学
共通テスト

地理歴史または公民
または数学

テスト区分 教科 科目 備考

「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Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』
のうち１科目選択

３教科型 約10名

教科型 募集人員

４教科型 約10名

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） －

左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

国語 『国語』（近代以降の文章） －

地理歴史または公民

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） －

国語 『国語』（近代以降の文章） －

約5名

配点

100点

200点

100点

200点

100点

100点「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』のうち１科目選択

左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

左記科目については、選択した科目の
満点100点を25点に換算し、高得点
の1科目を合否判定に使用します。

国際政治経済学部 国際コミュニケーション学科
国際社会の動向およびあり方について国際コミュニケーション学の観点から理解し考察し分析するために必要とされる高校卒業レベルの知識および語学力を有している。
高校卒業レベルの知識および語学力に基づいて、自らの力で主体的に思考し、判断し、表現できる。
•国際社会のあり方について特に国際コミュニケーションの観点から関心を有している。 •学びを通じて他者と積極的に協力・協働し行動する意欲を有している。

【　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

アドミッション
ポリシー

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） －200点

国語 『国語』（近代以降の文章） －100点

地理歴史または公民
または数学

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、
「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択 60分 －100点

数学 『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち１科目選択
左記科目については、選択した科目の
満点100点を200点に換算し、高得点
の１科目を合否判定に使用します。

200点

Ｂ方式 約6名

－100点

大学入学
共通テスト

地理歴史または公民
または数学
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2022年度 試験概要
【一般選抜（個別学部日程）・一般選抜（全学部日程）・大学入学共通テスト利用入学者選抜】

は独自問題の教科・科目
は大学入学共通テストの教科・科目
は出願資格とする英語資格・検定試験

全学部・全学科共通事項
大学入学共通テストの『英語』（リーディング、リスニング）について
大学入学共通テストの『英語』の得点を扱う場合には、リーディング100点、リスニング100点の配点比率を
変えずにそのまま合計して200点満点としたうえで、各学部・学科が定める外国語の配点に換算して利用します。

テスト区分について

理工学部 数理サイエンス学科
専門分野を学ぶ上で必要な外国語、数学、理科などについて内容を理解し、高等学校卒業相当の知識を有し、とくに、数学の基礎学力を有している。
高等学校卒業相当のレベルで、物事を多面的かつ論理的に考察し、自分の考えをわかりやすく表現し、伝えることができる。
学科の特徴を理解した上で、数学および自然科学関連分野に興味があり、専門知識や専門スキルを活用して社会に貢献しようとする意欲があり、興味を持って
いる。 

【 　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

アドミッション
ポリシー

◆理工学部入学後の授業は、「数学Ⅲ」の履修を前提として行います。

外国語

数学

－

－

コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（個別学部日程）

数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） 100分 150点
理科 －「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科目選択 80分 150点

外国語 満点200点を100点に換算します。『英語』（リーディング、リスニング） － 100点

数学 満点200点を60点に換算します。『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』 － 60点

理科
左記科目については、選択した科目の
満点100点を60点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

「物理」、「化学」のうち１科目選択 － 60点

数学 －数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） 100分 140点
理科 －「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科目選択 80分 140点

独自問題
数学 70分

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） －150点
理科 60分「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科目選択 －100点

約6名

大学入学
共通テスト

募集人員 テスト区分 教科 科目 配点 備考

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

約4名

外国語 80分コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ －150点

Ａ方式 約20名

方式 募集人員

Ｂ方式 約13名

80分 150点
独自問題

大学入学
共通テスト

独自問題

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） －200点

数学 『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』 －200点

理科 「物理」、「化学」のうち１科目選択
左記科目については、選択した科目の
満点100点を200点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

200点

理工学部 化学・生命科学科
専門分野を学ぶ上で必要な外国語、数学、化学、物理学などについて内容を理解し、高等学校卒業相当の知識を有している。
高等学校卒業相当のレベルで、物事を多面的かつ論理的に考察し、自分の考えをわかりやすく表現し、伝えることができる。
学科の特徴を理解した上で、化学と生命科学およびその関連学問分野に興味があり、専門知識や専門スキルを活用して社会に貢献しようとする意欲があり、
興味を持っている。

【　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

アドミッション
ポリシー

大学入学
共通テスト

国語

－

－

指定する英語資格・検定試験のスコアを「出願資格」とする（詳細は
P.165参照）。

地理歴史または公民
または数学

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、『倫理、政治・経済』、『数学Ⅰ・数学Ａ』、
『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち１科目選択

テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（個別学部日程）

『国語』（近代以降の文章） －
左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

100点

方式 募集人員

Ｂ方式 約50名

－ －

－ 100点

総合問題 「国語総合（近代以降の文章）」「地歴公民（主に「世界史Ｂ（現代史）」
「日本史Ｂ（現代史）」「倫理、政治・経済」）」 －60分 100点

地理歴史または公民
または数学

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、『倫理、政治・経済』、
『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち１科目選択

左記科目については、選択した科目の
満点100点を50点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

－ 50点

論述
文章やデータを読み、分析する能力、
自分の文章を論理的に展開できる力、自由に発想する力、
自分の意見や発想を十分に表現する力を総合的に問う論述等を課す。

－80分 200点

独自問題

大学入学
共通テスト

独自問題

外国語 満点200点を100点に換算します。『英語』（リーディング、リスニング） － 100点

独自問題 国語
地理歴史または公民
または数学

70分

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

国語総合（「古文、漢文」を除く）
「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、
「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択 60分 －

－100点

100点

約55名

大学入学
共通テスト

地理歴史または公民
または数学

募集人員 テスト区分 教科 科目 配点 備考

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

100点約10名

外国語 80分コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ －150点

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） －200点

国語 『国語』（近代以降の文章） －100点
左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、「現代社会」、『倫理、政治・経済』、
『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち１科目選択

総合文化政策学部 総合文化政策学科
文化、芸術、政策科学、マネジメントに係る、広範な専門知識を修得するための高等学校卒業相当の基礎学力を有している。
物事を多面的に、論理的に考察し、文化を創造し、その成果を的確に表現できる潜在能力を有している。
総合文化政策学科における学びで修得したものを活かして、文化の創造と発展に寄与する意欲がある。

【　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

アドミッション
ポリシー

理工学部 物理科学科
専門分野を学ぶ上で必要な外国語、数学、理科などについて内容を理解し、高等学校卒業相当の知識を有し、とくに、数学、物理学の基礎学力を有している。 
高等学校卒業相当のレベルで、物事を多面的かつ論理的に考察し、自分の考えをわかりやすく表現し、伝えることができる。
学科の特徴を理解した上で、数学および自然科学関連分野にも興味があり、専門知識や専門スキルを活用して社会に貢献しようとする意欲があり、興味を持っている。

【　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

アドミッション
ポリシー

◆理工学部入学後の授業は、「数学Ⅲ」の履修を前提として行います。

外国語

数学

－

－

コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（個別学部日程）

数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） 100分 150点
理科 －物理（物理基礎・物理） 80分 150点
数学 満点200点を60点に換算します。『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』 － 60点
理科 満点100点を60点に換算します。「物理」 － 60点
外国語 満点200点を100点に換算します。『英語』（リーディング、リスニング） － 100点
数学 －数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） 100分 140点
理科 －物理（物理基礎・物理） 80分 140点

独自問題
数学 70分

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） －150点
理科 60分物理（物理基礎・物理） －100点

約12名

大学入学
共通テスト

募集人員 テスト区分 教科 科目 配点 備考

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

約8名

外国語 80分コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ －150点

Ａ方式 約35名

方式 募集人員

Ｂ方式 約28名

80分 150点
独自問題

大学入学
共通テスト

独自問題

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） －200点

数学 『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』 －200点
理科 「物理」 満点100点を200点に換算します。200点

英語資格・検定試験

Ａ方式 約70名

◆理工学部入学後の授業は、「数学Ⅲ」の履修を前提として行います。

外国語

数学

－

－

コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（個別学部日程）

数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） 100分 150点
理科 －化学（化学基礎・化学） 80分 150点

外国語 満点200点を100点に換算します。『英語』（リーディング、リスニング） － 100点

数学 満点200点を60点に換算します。『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』 － 60点

理科
左記科目については、選択した科目の
満点100点を60点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

「物理」、「化学」、「生物」のうち１科目選択 － 60点

数学 －数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） 100分 140点
理科 －化学（化学基礎・化学） 80分 140点

独自問題
数学 70分

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） －150点
理科 60分「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科目選択 －100点

約13名

大学入学
共通テスト

募集人員 テスト区分 教科 科目 配点 備考

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

約10名

外国語 80分コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ －150点

Ａ方式 約５０名

方式 募集人員

Ｂ方式 約20名

80分 150点
独自問題

大学入学
共通テスト

独自問題

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） －200点

数学 『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』 －200点

理科 「物理」、「化学」、「生物」のうち１科目選択
左記科目については、選択した科目の
満点100点を200点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

200点
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2022年度 試験概要
【一般選抜（個別学部日程）・一般選抜（全学部日程）・大学入学共通テスト利用入学者選抜】

は独自問題の教科・科目
は大学入学共通テストの教科・科目
は出願資格とする英語資格・検定試験

全学部・全学科共通事項
大学入学共通テストの『英語』（リーディング、リスニング）について
大学入学共通テストの『英語』の得点を扱う場合には、リーディング100点、リスニング100点の配点比率を
変えずにそのまま合計して200点満点としたうえで、各学部・学科が定める外国語の配点に換算して利用します。

テスト区分について

理工学部 数理サイエンス学科
専門分野を学ぶ上で必要な外国語、数学、理科などについて内容を理解し、高等学校卒業相当の知識を有し、とくに、数学の基礎学力を有している。
高等学校卒業相当のレベルで、物事を多面的かつ論理的に考察し、自分の考えをわかりやすく表現し、伝えることができる。
学科の特徴を理解した上で、数学および自然科学関連分野に興味があり、専門知識や専門スキルを活用して社会に貢献しようとする意欲があり、興味を持って
いる。 

【 　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

アドミッション
ポリシー

◆理工学部入学後の授業は、「数学Ⅲ」の履修を前提として行います。

外国語

数学

－

－

コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（個別学部日程）

数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） 100分 150点
理科 －「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科目選択 80分 150点

外国語 満点200点を100点に換算します。『英語』（リーディング、リスニング） － 100点

数学 満点200点を60点に換算します。『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』 － 60点

理科
左記科目については、選択した科目の
満点100点を60点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

「物理」、「化学」のうち１科目選択 － 60点

数学 －数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） 100分 140点
理科 －「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科目選択 80分 140点

独自問題
数学 70分

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） －150点
理科 60分「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科目選択 －100点

約6名

大学入学
共通テスト

募集人員 テスト区分 教科 科目 配点 備考

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

約4名

外国語 80分コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ －150点

Ａ方式 約20名

方式 募集人員

Ｂ方式 約13名

80分 150点
独自問題

大学入学
共通テスト

独自問題

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） －200点

数学 『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』 －200点

理科 「物理」、「化学」のうち１科目選択
左記科目については、選択した科目の
満点100点を200点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

200点

理工学部 化学・生命科学科
専門分野を学ぶ上で必要な外国語、数学、化学、物理学などについて内容を理解し、高等学校卒業相当の知識を有している。
高等学校卒業相当のレベルで、物事を多面的かつ論理的に考察し、自分の考えをわかりやすく表現し、伝えることができる。
学科の特徴を理解した上で、化学と生命科学およびその関連学問分野に興味があり、専門知識や専門スキルを活用して社会に貢献しようとする意欲があり、
興味を持っている。

【　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

アドミッション
ポリシー

大学入学
共通テスト

国語

－

－

指定する英語資格・検定試験のスコアを「出願資格」とする（詳細は
P.165参照）。

地理歴史または公民
または数学

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、『倫理、政治・経済』、『数学Ⅰ・数学Ａ』、
『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち１科目選択

テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（個別学部日程）

『国語』（近代以降の文章） －
左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

100点

方式 募集人員

Ｂ方式 約50名

－ －

－ 100点

総合問題 「国語総合（近代以降の文章）」「地歴公民（主に「世界史Ｂ（現代史）」
「日本史Ｂ（現代史）」「倫理、政治・経済」）」 －60分 100点

地理歴史または公民
または数学

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、『倫理、政治・経済』、
『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち１科目選択

左記科目については、選択した科目の
満点100点を50点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

－ 50点

論述
文章やデータを読み、分析する能力、
自分の文章を論理的に展開できる力、自由に発想する力、
自分の意見や発想を十分に表現する力を総合的に問う論述等を課す。

－80分 200点

独自問題

大学入学
共通テスト

独自問題

外国語 満点200点を100点に換算します。『英語』（リーディング、リスニング） － 100点

独自問題 国語
地理歴史または公民
または数学

70分

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

国語総合（「古文、漢文」を除く）
「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、
「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択 60分 －

－100点

100点

約55名

大学入学
共通テスト

地理歴史または公民
または数学

募集人員 テスト区分 教科 科目 配点 備考

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

100点約10名

外国語 80分コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ －150点

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） －200点

国語 『国語』（近代以降の文章） －100点
左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、「現代社会」、『倫理、政治・経済』、
『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち１科目選択

総合文化政策学部 総合文化政策学科
文化、芸術、政策科学、マネジメントに係る、広範な専門知識を修得するための高等学校卒業相当の基礎学力を有している。
物事を多面的に、論理的に考察し、文化を創造し、その成果を的確に表現できる潜在能力を有している。
総合文化政策学科における学びで修得したものを活かして、文化の創造と発展に寄与する意欲がある。

【　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

アドミッション
ポリシー

理工学部 物理科学科
専門分野を学ぶ上で必要な外国語、数学、理科などについて内容を理解し、高等学校卒業相当の知識を有し、とくに、数学、物理学の基礎学力を有している。 
高等学校卒業相当のレベルで、物事を多面的かつ論理的に考察し、自分の考えをわかりやすく表現し、伝えることができる。
学科の特徴を理解した上で、数学および自然科学関連分野にも興味があり、専門知識や専門スキルを活用して社会に貢献しようとする意欲があり、興味を持っている。

【　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

アドミッション
ポリシー

◆理工学部入学後の授業は、「数学Ⅲ」の履修を前提として行います。

外国語

数学

－

－

コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（個別学部日程）

数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） 100分 150点
理科 －物理（物理基礎・物理） 80分 150点
数学 満点200点を60点に換算します。『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』 － 60点
理科 満点100点を60点に換算します。「物理」 － 60点
外国語 満点200点を100点に換算します。『英語』（リーディング、リスニング） － 100点
数学 －数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） 100分 140点
理科 －物理（物理基礎・物理） 80分 140点

独自問題
数学 70分

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） －150点
理科 60分物理（物理基礎・物理） －100点

約12名

大学入学
共通テスト

募集人員 テスト区分 教科 科目 配点 備考

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

約8名

外国語 80分コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ －150点

Ａ方式 約35名

方式 募集人員

Ｂ方式 約28名

80分 150点
独自問題

大学入学
共通テスト

独自問題

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） －200点

数学 『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』 －200点
理科 「物理」 満点100点を200点に換算します。200点

英語資格・検定試験

Ａ方式 約70名

◆理工学部入学後の授業は、「数学Ⅲ」の履修を前提として行います。

外国語

数学

－

－

コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（個別学部日程）

数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） 100分 150点
理科 －化学（化学基礎・化学） 80分 150点

外国語 満点200点を100点に換算します。『英語』（リーディング、リスニング） － 100点

数学 満点200点を60点に換算します。『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』 － 60点

理科
左記科目については、選択した科目の
満点100点を60点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

「物理」、「化学」、「生物」のうち１科目選択 － 60点

数学 －数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） 100分 140点
理科 －化学（化学基礎・化学） 80分 140点

独自問題
数学 70分

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） －150点
理科 60分「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科目選択 －100点

約13名

大学入学
共通テスト

募集人員 テスト区分 教科 科目 配点 備考

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

約10名

外国語 80分コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ －150点

Ａ方式 約５０名

方式 募集人員

Ｂ方式 約20名

80分 150点
独自問題

大学入学
共通テスト

独自問題

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） －200点

数学 『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』 －200点

理科 「物理」、「化学」、「生物」のうち１科目選択
左記科目については、選択した科目の
満点100点を200点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

200点
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2022年度 試験概要
【一般選抜（個別学部日程）・一般選抜（全学部日程）・大学入学共通テスト利用入学者選抜】

専門分野を学ぶ上で必要な外国語、数学、理科などについて内容を理解し、高等学校卒業相当の知識を有し、基本的な英語を使ってコミュニケーションできる能力がある。
高等学校卒業相当のレベルで、物事を多面的かつ論理的に考察し、自分の考えをわかりやすく表現し、伝えることができる。
学科の特徴を理解した上で、経営システム工学の専門分野のみならず、幅広い学問領域に興味があり、専門知識や専門スキルを活用して社会に貢献しようとする意欲が
あり、興味を持っている。

【　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

アドミッション
ポリシー

理工学部 電気電子工学科
専門分野を学ぶ上で必要な外国語、数学、理科などについて内容を理解し、高等学校卒業相当の知識を有し、数学及び物理学の基礎が理解できる。
高等学校卒業相当のレベルで、物事を多面的かつ論理的に考察し、自分の考えをわかりやすく表現し、伝えることができる。
学科の特徴を理解した上で、電気電子工学及び関連分野に興味があり、専門知識や専門スキルを活用して社会に貢献しようとする意欲があり、興味を持っている。

【　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

アドミッション
ポリシー

◆理工学部入学後の授業は、「数学Ⅲ」の履修を前提として行います。

外国語

数学

－

－

コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（個別学部日程）

数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） 100分 150点
理科 －「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科目選択 80分 150点

外国語 満点200点を100点に換算します。『英語』（リーディング、リスニング） － 100点

数学 満点200点を60点に換算します。『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』 － 60点

理科
左記科目については、選択した科目の
満点100点を60点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

「物理」、「化学」のうち１科目選択 － 60点

数学 －数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） 100分 140点
理科 －「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科目選択 80分 140点

独自問題
数学 70分

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） －150点
理科 60分「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科目選択 －100点

約13名

大学入学
共通テスト

募集人員 テスト区分 教科 科目 配点 備考

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

約10名

外国語 80分コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ －150点

Ａ方式 約40名

方式 募集人員

Ｂ方式 約20名

80分 150点
独自問題

大学入学
共通テスト

独自問題

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） －200点

数学 『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』 －200点

理科 「物理」、「化学」のうち１科目選択
左記科目については、選択した科目の
満点100点を200点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

200点

理工学部 機械創造工学科
専門分野を学ぶ上で必要な外国語、数学、理科などについて内容を理解し、高等学校卒業相当の知識を有し、力学の基礎が理解できる。
高等学校卒業相当のレベルで、物事を多面的かつ論理的に考察し、自分の考えをわかりやすく表現し、伝えることができる。
学科の特徴を理解した上で、ものづくりに興味があり、専門知識や専門スキルを活用して社会に貢献しようとする意欲があり、興味を持っている。

【　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

アドミッション
ポリシー

◆理工学部入学後の授業は、「数学Ⅲ」の履修を前提として行います。

外国語

数学

－

－

コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（個別学部日程）

数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） 100分 150点
理科 －「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科目選択 80分 150点

外国語 満点200点を100点に換算します。『英語』（リーディング、リスニング） － 100点

数学 満点200点を60点に換算します。『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』 － 60点

理科
左記科目については、選択した科目の
満点100点を60点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

「物理」、「化学」のうち１科目選択 － 60点

数学 －数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） 100分 140点
理科 －「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科目選択 80分 140点

独自問題
数学 70分

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） －150点
理科 60分「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科目選択 －100点

約15名

大学入学
共通テスト

募集人員 テスト区分 教科 科目 配点 備考

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

約10名

外国語 80分コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ －150点

Ａ方式 約40名

方式 募集人員

Ｂ方式 約20名

80分 150点
独自問題

大学入学
共通テスト

独自問題

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） －200点

数学 『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』 －200点

理科 「物理」、「化学」のうち１科目選択
左記科目については、選択した科目の
満点100点を200点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

200点

は独自問題の教科・科目
は大学入学共通テストの教科・科目
は出願資格とする英語資格・検定試験

全学部・全学科共通事項
大学入学共通テストの『英語』（リーディング、リスニング）について
大学入学共通テストの『英語』の得点を扱う場合には、リーディング100点、リスニング100点の配点比率を
変えずにそのまま合計して200点満点としたうえで、各学部・学科が定める外国語の配点に換算して利用します。

テスト区分について

理工学部 経営システム工学科

◆理工学部入学後の授業は、「数学Ⅲ」の履修を前提として行います。

外国語

数学

－

－

コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（個別学部日程）

数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） 100分 150点
理科 －「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科目選択 80分 150点

外国語 満点200点を100点に換算します。『英語』（リーディング、リスニング） － 100点

数学 満点200点を60点に換算します。『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』 － 60点

理科
左記科目については、選択した科目の
満点100点を60点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

「物理」、「化学」のうち１科目選択 － 60点

数学 －数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） 100分 140点
理科 －「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科目選択 80分 140点

独自問題
数学 70分

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） －150点
理科 60分「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科目選択 －100点

約10名

大学入学
共通テスト

募集人員 テスト区分 教科 科目 配点 備考

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

約10名

外国語 80分コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ －150点

Ａ方式 約35名

方式 募集人員

Ｂ方式 約23名

80分 150点
独自問題

大学入学
共通テスト

独自問題

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） －200点

数学 『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』 －200点

理科 「物理」、「化学」のうち１科目選択 左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。100点

専門分野を学ぶ上で必要な外国語、数学、理科などについて内容を理解し、高等学校卒業相当の知識を有し、情報技術の基礎が理解できる。
高等学校卒業相当のレベルで、物事を多面的かつ論理的に考察し、自分の考えをわかりやすく表現し、伝えることができる。
学科の特徴を理解した上で、情報テクノロジーに興味があり、専門知識や専門スキルを活用して社会に貢献しようとする意欲があり、興味を持っている。

【　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

アドミッション
ポリシー

理工学部 情報テクノロジー学科

◆理工学部入学後の授業は、「数学Ⅲ」の履修を前提として行います。

外国語

数学

－

－

コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（個別学部日程）

数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） 100分 150点
理科 －「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科目選択 80分 150点

外国語 満点200点を100点に換算します。『英語』（リーディング、リスニング） － 100点

数学 満点200点を60点に換算します。『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』 － 60点

理科
左記科目については、選択した科目の
満点100点を60点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

「物理」、「化学」のうち１科目選択 － 60点

数学 －数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） 100分 140点
理科 －「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科目選択 80分 140点

独自問題
数学 70分

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） －150点
理科 60分「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科目選択 －100点

約10名

大学入学
共通テスト

募集人員 テスト区分 教科 科目 配点 備考

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

約10名

外国語 80分コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ －150点

Ａ方式 約35名

方式 募集人員

Ｂ方式 約20名

80分 150点
独自問題

大学入学
共通テスト

独自問題

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） －200点

数学 『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』 －200点

理科 「物理」、「化学」のうち１科目選択 左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。100点
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2022年度 試験概要
【一般選抜（個別学部日程）・一般選抜（全学部日程）・大学入学共通テスト利用入学者選抜】

専門分野を学ぶ上で必要な外国語、数学、理科などについて内容を理解し、高等学校卒業相当の知識を有し、基本的な英語を使ってコミュニケーションできる能力がある。
高等学校卒業相当のレベルで、物事を多面的かつ論理的に考察し、自分の考えをわかりやすく表現し、伝えることができる。
学科の特徴を理解した上で、経営システム工学の専門分野のみならず、幅広い学問領域に興味があり、専門知識や専門スキルを活用して社会に貢献しようとする意欲が
あり、興味を持っている。

【　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

アドミッション
ポリシー

理工学部 電気電子工学科
専門分野を学ぶ上で必要な外国語、数学、理科などについて内容を理解し、高等学校卒業相当の知識を有し、数学及び物理学の基礎が理解できる。
高等学校卒業相当のレベルで、物事を多面的かつ論理的に考察し、自分の考えをわかりやすく表現し、伝えることができる。
学科の特徴を理解した上で、電気電子工学及び関連分野に興味があり、専門知識や専門スキルを活用して社会に貢献しようとする意欲があり、興味を持っている。

【　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

アドミッション
ポリシー

◆理工学部入学後の授業は、「数学Ⅲ」の履修を前提として行います。

外国語

数学

－

－

コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（個別学部日程）

数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） 100分 150点
理科 －「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科目選択 80分 150点

外国語 満点200点を100点に換算します。『英語』（リーディング、リスニング） － 100点

数学 満点200点を60点に換算します。『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』 － 60点

理科
左記科目については、選択した科目の
満点100点を60点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

「物理」、「化学」のうち１科目選択 － 60点

数学 －数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） 100分 140点
理科 －「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科目選択 80分 140点

独自問題
数学 70分

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） －150点
理科 60分「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科目選択 －100点

約13名

大学入学
共通テスト

募集人員 テスト区分 教科 科目 配点 備考

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

約10名

外国語 80分コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ －150点

Ａ方式 約40名

方式 募集人員

Ｂ方式 約20名

80分 150点
独自問題

大学入学
共通テスト

独自問題

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） －200点

数学 『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』 －200点

理科 「物理」、「化学」のうち１科目選択
左記科目については、選択した科目の
満点100点を200点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

200点

理工学部 機械創造工学科
専門分野を学ぶ上で必要な外国語、数学、理科などについて内容を理解し、高等学校卒業相当の知識を有し、力学の基礎が理解できる。
高等学校卒業相当のレベルで、物事を多面的かつ論理的に考察し、自分の考えをわかりやすく表現し、伝えることができる。
学科の特徴を理解した上で、ものづくりに興味があり、専門知識や専門スキルを活用して社会に貢献しようとする意欲があり、興味を持っている。

【　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

アドミッション
ポリシー

◆理工学部入学後の授業は、「数学Ⅲ」の履修を前提として行います。

外国語

数学

－

－

コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（個別学部日程）

数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） 100分 150点
理科 －「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科目選択 80分 150点

外国語 満点200点を100点に換算します。『英語』（リーディング、リスニング） － 100点

数学 満点200点を60点に換算します。『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』 － 60点

理科
左記科目については、選択した科目の
満点100点を60点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

「物理」、「化学」のうち１科目選択 － 60点

数学 －数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） 100分 140点
理科 －「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科目選択 80分 140点

独自問題
数学 70分

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） －150点
理科 60分「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科目選択 －100点

約15名

大学入学
共通テスト

募集人員 テスト区分 教科 科目 配点 備考

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

約10名

外国語 80分コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ －150点

Ａ方式 約40名

方式 募集人員

Ｂ方式 約20名

80分 150点
独自問題

大学入学
共通テスト

独自問題

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） －200点

数学 『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』 －200点

理科 「物理」、「化学」のうち１科目選択
左記科目については、選択した科目の
満点100点を200点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

200点

は独自問題の教科・科目
は大学入学共通テストの教科・科目
は出願資格とする英語資格・検定試験

全学部・全学科共通事項
大学入学共通テストの『英語』（リーディング、リスニング）について
大学入学共通テストの『英語』の得点を扱う場合には、リーディング100点、リスニング100点の配点比率を
変えずにそのまま合計して200点満点としたうえで、各学部・学科が定める外国語の配点に換算して利用します。

テスト区分について

理工学部 経営システム工学科

◆理工学部入学後の授業は、「数学Ⅲ」の履修を前提として行います。

外国語

数学

－

－

コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（個別学部日程）

数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） 100分 150点
理科 －「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科目選択 80分 150点

外国語 満点200点を100点に換算します。『英語』（リーディング、リスニング） － 100点

数学 満点200点を60点に換算します。『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』 － 60点

理科
左記科目については、選択した科目の
満点100点を60点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

「物理」、「化学」のうち１科目選択 － 60点

数学 －数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） 100分 140点
理科 －「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科目選択 80分 140点

独自問題
数学 70分

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） －150点
理科 60分「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科目選択 －100点

約10名

大学入学
共通テスト

募集人員 テスト区分 教科 科目 配点 備考

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

約10名

外国語 80分コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ －150点

Ａ方式 約35名

方式 募集人員

Ｂ方式 約23名

80分 150点
独自問題

大学入学
共通テスト

独自問題

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） －200点

数学 『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』 －200点

理科 「物理」、「化学」のうち１科目選択 左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。100点

専門分野を学ぶ上で必要な外国語、数学、理科などについて内容を理解し、高等学校卒業相当の知識を有し、情報技術の基礎が理解できる。
高等学校卒業相当のレベルで、物事を多面的かつ論理的に考察し、自分の考えをわかりやすく表現し、伝えることができる。
学科の特徴を理解した上で、情報テクノロジーに興味があり、専門知識や専門スキルを活用して社会に貢献しようとする意欲があり、興味を持っている。

【　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

アドミッション
ポリシー

理工学部 情報テクノロジー学科

◆理工学部入学後の授業は、「数学Ⅲ」の履修を前提として行います。

外国語

数学

－

－

コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（個別学部日程）

数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） 100分 150点
理科 －「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科目選択 80分 150点

外国語 満点200点を100点に換算します。『英語』（リーディング、リスニング） － 100点

数学 満点200点を60点に換算します。『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』 － 60点

理科
左記科目については、選択した科目の
満点100点を60点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

「物理」、「化学」のうち１科目選択 － 60点

数学 －数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） 100分 140点
理科 －「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科目選択 80分 140点

独自問題
数学 70分

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） －150点
理科 60分「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科目選択 －100点

約10名

大学入学
共通テスト

募集人員 テスト区分 教科 科目 配点 備考

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

約10名

外国語 80分コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ －150点

Ａ方式 約35名

方式 募集人員

Ｂ方式 約20名

80分 150点
独自問題

大学入学
共通テスト

独自問題

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） －200点

数学 『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』 －200点

理科 「物理」、「化学」のうち１科目選択 左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。100点
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2022年度一般選抜（個別学部日程）で「出願資格として利用」する
英語資格・検定試験の扱いについて

大学入学
共通テスト

募集人員 テスト区分 教科 科目 配点 備考

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

約20名

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） －200点

国語 『国語』（近代以降の文章） －100点
地理歴史または公民
または数学

「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Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち１科目選択

左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。100点

国語、地理歴史、公民、数学、理科、英語などについての高等学校卒業相当の知識と、幅広い教養を有している。
地域社会の多様な状況を的確に把握できるよう、既成の発想にとらわれず、柔軟なものの見方や考え方ができる。
社会の諸課題に関心を持ち、他の学生と協調しながら学修に励む積極性を身につける意欲と、さまざまな地域活動に積極的に取り組もうとする意思を有している。

【　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

アドミッション
ポリシー

社会情報学部 社会情報学科
国語、外国語、地理歴史、公民、数学などについて、内容を理解し、高等学校卒業相当の知識を有している。
物事を多面的かつ論理的に考察し、自分の考えをまとめることができる。
学科の特徴を理解した上で、「人間、社会、情報」などに興味関心を持ち、それを大学における勉学を通じて追求し、専門知識や専門スキルを活用して社会のた
めに役立てる意欲がある。

【　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

アドミッション
ポリシー

国語 －
テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（個別学部日程）

『国語』（近代以降の文章） － 100点

国語 『国語』（近代以降の文章） － 100点
外国語

－
満点200点を100点に換算します。『英語』（リーディング、リスニング） － 100点

数学 －数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル) 80分 200点

外国語 満点200点を100点に換算します。『英語』（リーディング、リスニング） － 100点
数学 満点200点を100点に換算します。『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』 － 100点

数学 －数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） 90分 200点

外国語 満点200点を100点に換算します。『英語』（リーディング、リスニング） － 100点

独自問題

独自問題

数学 70分

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） －150点

国語 70分国語総合（「古文、漢文」を除く） －100点

数学 60分数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） －100点

約10名

約17名

大学入学
共通テスト

募集人員 テスト区分 教科 科目 配点 備考

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

約15名

約30名

外国語 80分コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ －150点

地理歴史または公民
または数学 60分「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、

「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択 －100点

外国語 80分コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ －150点

方式

方式

募集人員

Ｂ方式 約25名

C方式 約35名

D方式 約15名

独自問題

大学入学
共通テスト

独自問題

大学入学
共通テスト

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） 満点200点を100点に換算します。100点

『国語』（近代以降の文章）、「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Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち２科目選択
≪注意≫
上記科目のうち、「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』からは
１科目しか選択できません。

国語または
地理歴史または公民
または数学

左記科目については、高得点の
２科目を合否判定に使用します。
ただし、「地理歴史」、「公民」の
両方を含む組合せは不可とします。

200点

地球社会共生学部 地球社会共生学科
国語、数学、社会などの科目で培われた高等学校卒業相当の文献理解力を有している。
•自己表現力、論理的思考力を有している。 •グローバルな諸課題について考え、判断して、自分の意見を表現できる力を有している。
•グローバルな諸課題に対し、強い好奇心・関心を有している。 •その問題を解決する方法を学びたいという探究心を有している。
•知識を得ることだけでなく、体験すること、行動することに意欲を有している。 •グローバル人材に必要な英語資格を目指して持続的に学習する意欲を有している。

【　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

アドミッション
ポリシー

外国語 満点200点を100点に換算します。

テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（個別学部日程）

『英語』（リーディング、リスニング） － 100点

国語 満点100点を50点に換算します。

－

『国語』（近代以降の文章） － 50点

地理歴史または公民
または数学

左記科目については、選択した科目の
満点100点を50点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

「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Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち１科目選択 － 50点

論述
日本語の文章を読み、理解力、分析する能力、自分の文章を論理的に
展開できる力、自分の意見や発想を十分に表現する力を総合的に問う
論述等を課す。

60分 100点

独自問題 国語 70分

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

国語総合（「古文、漢文」を除く） －100点
地理歴史または公民
または数学 60分「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、

「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択 －100点

約45名

外国語 80分コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ －150点

募集人員

大学入学
共通テスト

独自問題

は独自問題の教科・科目
は大学入学共通テストの教科・科目
は出願資格とする英語資格・検定試験

全学部・全学科共通事項
大学入学共通テストの『英語』（リーディング、リスニング）について
大学入学共通テストの『英語』の得点を扱う場合には、リーディング100点、リスニング100点の配点比率を
変えずにそのまま合計して200点満点としたうえで、各学部・学科が定める外国語の配点に換算して利用します。

テスト区分について

コミュニティ人間科学部 コミュニティ人間科学科

2022年度 試験概要
【一般選抜（個別学部日程）・一般選抜（全学部日程）・大学入学共通テスト利用入学者選抜】

Ａ方式

Ｂ方式

外国語 －コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ 90分 200点

地理歴史または公民 左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

「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』のうち１科目選択 － 100点

独自問題

大学入学
共通テスト

独自問題

大学入学
共通テスト

国語または
地理歴史または公民

左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

『国語』（近代以降の文章）、「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』のうち１科目選択 － 100点

総合問題 －日本語の文章やデータを読み解き、物事を論理的に考察し、
的確に表現する力を問う論述等を課す。 90分 200点

Ａ方式 約45名

OFFICIAL SCORE REPORTのコピー

■　英語資格・検定試験の証明書の種類、有効期限について

Official Score Report （Institutional Score Report）または
Test Taker Score Reportの原本
（ただし、インターネットからダウンロードしたTest Taker Score Reportは不可）

OFFICIAL SCORE CERTIFICATEの原本

出願期間末日より２年以内に取得したものを
有効とする。

大学入学
共通テスト

募集人員 テスト区分 教科 科目 配点 備考

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

約12名

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） －200点

国語 『国語』 －200点

地理歴史または公民
または数学または理科

「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Ⅰ・数学Ａ』、「数学Ⅱ」、
『数学Ⅱ・数学Ｂ』、「物理」、「化学」、「生物」、「地学」のうち１科目選択
または「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」のうちから
２科目選択（基礎を付した科目は２科目を１科目分とみなす）

左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。100点

約34名

国語 満点200点を100点に換算します。
テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（個別学部日程）

『国語』 － 100点
外国語 満点200点を100点に換算します。

－

『英語』（リーディング、リスニング） － 100点

論述 文章を読み、分析する力、思考・判断する力、並びに文章を論理的に
展開・表現する力を総合的に問う論述などを課す。 60分 100点

独自問題 国語 70分

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

国語総合（「古文、漢文」を除く） －100点
地理歴史または公民
または数学 60分「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、

「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択 －100点

約50名

外国語 80分コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ －150点

募集人員
大学入学
共通テスト

独自問題

出願資格を証明する書類 証明書の有効期限
2020年度第1回以降のテストから、
出願期間末日までに取得したものを有効とする。

合格証明書または英検CSEスコア証明書の原本
（Certification Cardは不可）
Test Report Formの原本

OFFICIAL SCORE CERTIFICATE または OFFICIAL SCORE REPORTの原本
（TOEIC®L&R と TOEIC®S&W 双方のスコア提出を必須とする）

国際政治経済学部 総合文化政策学部

Ｂ方式 Ａ方式

― 260点以上

準1級以上

CSEスコア2100点以上

57点以上 50点以上

― 940点以上
（［L&R］と［S&W］の合計）

― 1100点以上

国際政治学科
国際コミュニケーション学科 総合文化政策学科

CBTタイプおよび検定版に限る。

4技能パターンに限る。TEAP CBTは除く。

従来型、英検S-CBT、英検CBT、英検2020 1day S-CBT、
英検S-Interview、英検2020 2days S-Interviewを有効とする。

TOEFL iBT® Home Edition、TOEFL iBT® Special Home Editionを含む。
Test Date Scoresのスコアに限る。 MyBest™ Scores は不可。
ITP（Institutional Testing Program）は不可。

5.0以上 4.5以上 Academic Module オーバーオール・バンド・スコアに限る。
Computer-delivered IELTSを含む。

IP（Institutional Program）は不可。

■　出願資格とするスコアおよび級
一般選抜（個別学部日程）

各英語資格・検定試験における要件

英語資格・検定試験

●出願時に提出する英語資格・検定試験は1種類のみとします。また、異なる実施回の各技能のスコアを組み合わせることはできません。
●英語資格・検定試験のスコアおよび級は、合否判定では使用しません。

学部・学科・方式

CSEスコアの総合点が基準を
満たしていれば、受験級ならびに
その合否は問いません。（ ）

ＴＥＡＰ

ＴＯＥＦＬ ｉＢＴ®

GTEC

英語資格・検定試験

実用英語技能検定

ＩＥＬＴＳ

ＴＯＥＩＣ® Ｌ＆Ｒおよび
TOEIC® S&W

GTEC

TOEIC® L&Rおよび
TOEIC® S&W

TOEFL iBT®

IELTS

実用英語技能検定

TEAP
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2022年度一般選抜（個別学部日程）で「出願資格として利用」する
英語資格・検定試験の扱いについて

大学入学
共通テスト

募集人員 テスト区分 教科 科目 配点 備考

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

約20名

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） －200点

国語 『国語』（近代以降の文章） －100点
地理歴史または公民
または数学

「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Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち１科目選択

左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。100点

国語、地理歴史、公民、数学、理科、英語などについての高等学校卒業相当の知識と、幅広い教養を有している。
地域社会の多様な状況を的確に把握できるよう、既成の発想にとらわれず、柔軟なものの見方や考え方ができる。
社会の諸課題に関心を持ち、他の学生と協調しながら学修に励む積極性を身につける意欲と、さまざまな地域活動に積極的に取り組もうとする意思を有している。

【　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

アドミッション
ポリシー

社会情報学部 社会情報学科
国語、外国語、地理歴史、公民、数学などについて、内容を理解し、高等学校卒業相当の知識を有している。
物事を多面的かつ論理的に考察し、自分の考えをまとめることができる。
学科の特徴を理解した上で、「人間、社会、情報」などに興味関心を持ち、それを大学における勉学を通じて追求し、専門知識や専門スキルを活用して社会のた
めに役立てる意欲がある。

【　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

アドミッション
ポリシー

国語 －
テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（個別学部日程）

『国語』（近代以降の文章） － 100点

国語 『国語』（近代以降の文章） － 100点
外国語

－
満点200点を100点に換算します。『英語』（リーディング、リスニング） － 100点

数学 －数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル) 80分 200点

外国語 満点200点を100点に換算します。『英語』（リーディング、リスニング） － 100点
数学 満点200点を100点に換算します。『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』 － 100点

数学 －数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） 90分 200点

外国語 満点200点を100点に換算します。『英語』（リーディング、リスニング） － 100点

独自問題

独自問題

数学 70分

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） －150点

国語 70分国語総合（「古文、漢文」を除く） －100点

数学 60分数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） －100点

約10名

約17名

大学入学
共通テスト

募集人員 テスト区分 教科 科目 配点 備考

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

約15名

約30名

外国語 80分コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ －150点

地理歴史または公民
または数学 60分「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、

「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択 －100点

外国語 80分コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ －150点

方式

方式

募集人員

Ｂ方式 約25名

C方式 約35名

D方式 約15名

独自問題

大学入学
共通テスト

独自問題

大学入学
共通テスト

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） 満点200点を100点に換算します。100点

『国語』（近代以降の文章）、「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Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち２科目選択
≪注意≫
上記科目のうち、「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』からは
１科目しか選択できません。

国語または
地理歴史または公民
または数学

左記科目については、高得点の
２科目を合否判定に使用します。
ただし、「地理歴史」、「公民」の
両方を含む組合せは不可とします。

200点

地球社会共生学部 地球社会共生学科
国語、数学、社会などの科目で培われた高等学校卒業相当の文献理解力を有している。
•自己表現力、論理的思考力を有している。 •グローバルな諸課題について考え、判断して、自分の意見を表現できる力を有している。
•グローバルな諸課題に対し、強い好奇心・関心を有している。 •その問題を解決する方法を学びたいという探究心を有している。
•知識を得ることだけでなく、体験すること、行動することに意欲を有している。 •グローバル人材に必要な英語資格を目指して持続的に学習する意欲を有している。

【　知識・技能　】
【思考力・判断力・表現力】
【 意欲・関心・態度 】

アドミッション
ポリシー

外国語 満点200点を100点に換算します。

テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（個別学部日程）

『英語』（リーディング、リスニング） － 100点

国語 満点100点を50点に換算します。

－

『国語』（近代以降の文章） － 50点

地理歴史または公民
または数学

左記科目については、選択した科目の
満点100点を50点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

「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Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち１科目選択 － 50点

論述
日本語の文章を読み、理解力、分析する能力、自分の文章を論理的に
展開できる力、自分の意見や発想を十分に表現する力を総合的に問う
論述等を課す。

60分 100点

独自問題 国語 70分

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

国語総合（「古文、漢文」を除く） －100点
地理歴史または公民
または数学 60分「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、

「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択 －100点

約45名

外国語 80分コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ －150点

募集人員

大学入学
共通テスト

独自問題

は独自問題の教科・科目
は大学入学共通テストの教科・科目
は出願資格とする英語資格・検定試験

全学部・全学科共通事項
大学入学共通テストの『英語』（リーディング、リスニング）について
大学入学共通テストの『英語』の得点を扱う場合には、リーディング100点、リスニング100点の配点比率を
変えずにそのまま合計して200点満点としたうえで、各学部・学科が定める外国語の配点に換算して利用します。

テスト区分について

コミュニティ人間科学部 コミュニティ人間科学科

2022年度 試験概要
【一般選抜（個別学部日程）・一般選抜（全学部日程）・大学入学共通テスト利用入学者選抜】

Ａ方式

Ｂ方式

外国語 －コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ 90分 200点

地理歴史または公民 左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

「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』のうち１科目選択 － 100点

独自問題

大学入学
共通テスト

独自問題

大学入学
共通テスト

国語または
地理歴史または公民

左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

『国語』（近代以降の文章）、「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』のうち１科目選択 － 100点

総合問題 －日本語の文章やデータを読み解き、物事を論理的に考察し、
的確に表現する力を問う論述等を課す。 90分 200点

Ａ方式 約45名

OFFICIAL SCORE REPORTのコピー

■　英語資格・検定試験の証明書の種類、有効期限について

Official Score Report （Institutional Score Report）または
Test Taker Score Reportの原本
（ただし、インターネットからダウンロードしたTest Taker Score Reportは不可）

OFFICIAL SCORE CERTIFICATEの原本

出願期間末日より２年以内に取得したものを
有効とする。

大学入学
共通テスト

募集人員 テスト区分 教科 科目 配点 備考

■　大学入学共通テスト利用入学者選抜

約12名

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） －200点

国語 『国語』 －200点

地理歴史または公民
または数学または理科

「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Ⅰ・数学Ａ』、「数学Ⅱ」、
『数学Ⅱ・数学Ｂ』、「物理」、「化学」、「生物」、「地学」のうち１科目選択
または「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」のうちから
２科目選択（基礎を付した科目は２科目を１科目分とみなす）

左記科目については、高得点の
１科目を合否判定に使用します。100点

約34名

国語 満点200点を100点に換算します。
テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（個別学部日程）

『国語』 － 100点
外国語 満点200点を100点に換算します。

－

『英語』（リーディング、リスニング） － 100点

論述 文章を読み、分析する力、思考・判断する力、並びに文章を論理的に
展開・表現する力を総合的に問う論述などを課す。 60分 100点

独自問題 国語 70分

募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

■　一般選抜（全学部日程）

国語総合（「古文、漢文」を除く） －100点
地理歴史または公民
または数学 60分「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、

「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択 －100点

約50名

外国語 80分コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ －150点

募集人員
大学入学
共通テスト

独自問題

出願資格を証明する書類 証明書の有効期限
2020年度第1回以降のテストから、
出願期間末日までに取得したものを有効とする。

合格証明書または英検CSEスコア証明書の原本
（Certification Cardは不可）
Test Report Formの原本

OFFICIAL SCORE CERTIFICATE または OFFICIAL SCORE REPORTの原本
（TOEIC®L&R と TOEIC®S&W 双方のスコア提出を必須とする）

国際政治経済学部 総合文化政策学部

Ｂ方式 Ａ方式

― 260点以上

準1級以上

CSEスコア2100点以上

57点以上 50点以上

― 940点以上
（［L&R］と［S&W］の合計）

― 1100点以上

国際政治学科
国際コミュニケーション学科 総合文化政策学科

CBTタイプおよび検定版に限る。

4技能パターンに限る。TEAP CBTは除く。

従来型、英検S-CBT、英検CBT、英検2020 1day S-CBT、
英検S-Interview、英検2020 2days S-Interviewを有効とする。

TOEFL iBT® Home Edition、TOEFL iBT® Special Home Editionを含む。
Test Date Scoresのスコアに限る。 MyBest™ Scores は不可。
ITP（Institutional Testing Program）は不可。

5.0以上 4.5以上 Academic Module オーバーオール・バンド・スコアに限る。
Computer-delivered IELTSを含む。

IP（Institutional Program）は不可。

■　出願資格とするスコアおよび級
一般選抜（個別学部日程）

各英語資格・検定試験における要件

英語資格・検定試験

●出願時に提出する英語資格・検定試験は1種類のみとします。また、異なる実施回の各技能のスコアを組み合わせることはできません。
●英語資格・検定試験のスコアおよび級は、合否判定では使用しません。

学部・学科・方式

CSEスコアの総合点が基準を
満たしていれば、受験級ならびに
その合否は問いません。（ ）

ＴＥＡＰ

ＴＯＥＦＬ ｉＢＴ®

GTEC

英語資格・検定試験

実用英語技能検定

ＩＥＬＴＳ

ＴＯＥＩＣ® Ｌ＆Ｒおよび
TOEIC® S&W

GTEC

TOEIC® L&Rおよび
TOEIC® S&W

TOEFL iBT®

IELTS

実用英語技能検定

TEAP
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