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予告 

 

各学部が、令和 7 年度入学者選抜（一般選抜）において利用する大学入学共通テストの教科・科目、並びに一般選抜における個別

学力検査の出題教科・科目等は下表のとおりである。なお、大学入学共通テストの利用教科・科目、並びに個別学力検査教科・科目の出題

範囲および略称にかかる注記は下表の後に示す。 

 

学部 

学科 

又は募集

区分 

大学入学共通テストの利用教科・科目 個別学力検査出題教科・科目等 

教科名 出題科目名 教科名等 科目名等 

総合人間

学部 

文系 

国語 『国語』 国語 国語 

地理 

歴史 

『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』 左の科目から２科目 注（１） 地理歴史 日本史探究、世界史探究、地理探究から１ 

公民 
『公共、倫理』、 

『公共、政治・経済』 

数学 『数学Ⅰ、数学Ａ』及び『数学Ⅱ、数学Ｂ、数学Ｃ』 数学 数学（文系） 

理科 

『物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎』の出題範囲である

「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」から２つ

を選択解答すること。 注（２） 

  

外国語 
『英語』、『ドイツ語』、『フランス語』、『中国語』、『韓国語』から 

１科目 
外国語 英、独、仏、中から１ 

情報 『情報Ⅰ』   

総合人間

学部 

理系 

国語 『国語』 国語 国語 

地理 

歴史 

『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』 左の科目から１科目   

公民 
『公共、倫理』、 

『公共、政治・経済』 

数学 『数学Ⅰ、数学Ａ』及び『数学Ⅱ、数学Ｂ、数学Ｃ』 数学 数学（理系） 

理科 『物理』、『化学』、『生物』、『地学』から２科目 理科 物理、化学、生物、地学から２ 

外国語 
『英語』、『ドイツ語』、『フランス語』、『中国語』、『韓国語』から 

１科目 
外国語 英、独、仏、中から１ 

情報 『情報Ⅰ』   

文学部 

国語 『国語』 国語 国語 

地理 

歴史 

『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』 左の科目から２科目 注（１） 地理歴史 日本史探究、世界史探究、地理探究から１ 

公民 
『公共、倫理』、 

『公共、政治・経済』 

数学 『数学Ⅰ、数学Ａ』及び『数学Ⅱ、数学Ｂ、数学Ｃ』 数学 数学（文系） 

理科 

『物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎』の出題範囲である

「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」から２つ

を選択解答すること。 注（２） 

  

外国語 
『英語』、『ドイツ語』、『フランス語』、『中国語』、『韓国語』から 

１科目 
外国語 英、独、仏、中から１ 

情報 『情報Ⅰ』   
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教育学部 

文系 

国語 『国語』 国語 国語 

地理 

歴史 

『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』 左の科目から２科目 注（１） 地理歴史 日本史探究、世界史探究、地理探究から１ 

公民 
『公共、倫理』、 

『公共、政治・経済』 

数学 『数学Ⅰ、数学Ａ』及び『数学Ⅱ、数学Ｂ、数学Ｃ』 数学 数学（文系） 

理科 

『物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎』の出題範囲である

「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」から２つ

を選択解答すること。 注（２） 

  

外国語 
『英語』、『ドイツ語』、『フランス語』、『中国語』、『韓国語』から 

１科目 
外国語 英、独、仏、中から１ 

情報 『情報Ⅰ』   

教育学部 

理系 

国語 『国語』 国語 国語 

地理 

歴史 

『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』 左の科目から１科目   

公民 
『公共、倫理』、 

『公共、政治・経済』 

数学 『数学Ⅰ、数学Ａ』及び『数学Ⅱ、数学Ｂ、数学Ｃ』 数学 数学（理系） 

理科 『物理』、『化学』、『生物』、『地学』から２科目 理科 物理、化学、生物、地学から１ 

外国語 
『英語』、『ドイツ語』、『フランス語』、『中国語』、『韓国語』から 

１科目 
外国語 英、独、仏、中から１ 

情報 『情報Ⅰ』   

法学部 

国語 『国語』 国語 国語 

地理 

歴史 

『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』 

左の科目から２科目。ただし、『歴史

総合、日本史探究』、『歴史総合、世

界史探究』のうちの少なくとも１科

目が含まれること。 

地理歴史 日本史探究、世界史探究、地理探究から１ 

公民 
『公共、倫理』、 

『公共、政治・経済』 

数学 『数学Ⅰ、数学Ａ』及び『数学Ⅱ、数学Ｂ、数学Ｃ』 数学 数学（文系） 

理科 

『物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎』の出題範囲である

「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」から２つを

選択解答すること。 注（２） 

  

外国語 
『英語』、『ドイツ語』、『フランス語』、『中国語』、『韓国語』から 

１科目 
外国語 英、独、仏、中から１ 

情報 『情報Ⅰ』   

経済学部 

文系 

国語 『国語』 国語 国語 

地理 

歴史 

『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』 左の科目から２科目 注（１） 地理歴史 日本史探究、世界史探究、地理探究から１ 

公民 
『公共、倫理』、 

『公共、政治・経済』 

数学 『数学Ⅰ、数学Ａ』及び『数学Ⅱ、数学Ｂ、数学Ｃ』 数学 数学（文系） 

理科 

『物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎』の出題範囲である

「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」から２つを

選択解答すること。 注（２） 

  

外国語 
『英語』、『ドイツ語』、『フランス語』、『中国語』、『韓国語』から 

１科目 
外国語 英 

情報 『情報Ⅰ』   
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経済学部 

理系 

国語 『国語』 国語 国語 

地理 

歴史 

『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』 左の科目から１科目   

公民 
『公共、倫理』、 

『公共、政治・経済』 

数学 『数学Ⅰ、数学Ａ』及び『数学Ⅱ、数学Ｂ、数学Ｃ』 数学 数学（理系） 

理科 『物理』、『化学』、『生物』、『地学』から１科目   

外国語 
『英語』、『ドイツ語』、『フランス語』、『中国語』、『韓国語』から 

１科目 
外国語 英 

情報 『情報Ⅰ』   

理学部 

国語 『国語』 国語 国語 

地理 

歴史 

『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』 左の科目から１科目   

公民 
『公共、倫理』、 

『公共、政治・経済』 

数学 『数学Ⅰ、数学Ａ』及び『数学Ⅱ、数学Ｂ、数学Ｃ』 数学 数学（理系） 

理科 『物理』、『化学』、『生物』、『地学』から２科目 理科 物理、化学、生物、地学から２ 

外国語 『英語』 外国語 英 

情報 『情報Ⅰ』   

医学部 

医学科 

国語 『国語』 国語 国語 

地理 

歴史 

『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』 左の科目から１科目   

公民 
『公共、倫理』、 

『公共、政治・経済』 

数学 『数学Ⅰ、数学Ａ』及び『数学Ⅱ、数学Ｂ、数学Ｃ』 数学 数学（理系） 

理科 『物理』、『化学』、『生物』から２科目 理科 物理、化学、生物から２ 

外国語 
『英語』、『ドイツ語』、『フランス語』、『中国語』、『韓国語』から 

１科目 
外国語 英、独、仏、中から１ 

情報 『情報Ⅰ』 その他 面接 

医学部 

人間健康 

科学科 

国語 『国語』 国語 国語 

地理 

歴史 

『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』 左の科目から１科目   

公民 
『公共、倫理』、 

『公共、政治・経済』 

数学 『数学Ⅰ、数学Ａ』及び『数学Ⅱ、数学Ｂ、数学Ｃ』 数学 数学（理系） 

理科 『物理』、『化学』、『生物』から２科目 理科 物理、化学、生物から２ 

外国語 
『英語』、『ドイツ語』、『フランス語』、『中国語』、『韓国語』から 

１科目 
外国語 英 

情報 『情報Ⅰ』   

薬学部 

国語 『国語』 国語 国語 

地理 

歴史 

『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』 左の科目から１科目   

公民 
『公共、倫理』、 

『公共、政治・経済』 

数学 『数学Ⅰ、数学Ａ』及び『数学Ⅱ、数学Ｂ、数学Ｃ』 数学 数学（理系） 

理科 『物理』、『化学』、『生物』、『地学』から２科目 理科 物理、化学、生物から２ 

外国語 
『英語』、『ドイツ語』、『フランス語』、『中国語』、『韓国語』から 

１科目 
外国語 英 

情報 『情報Ⅰ』   
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工学部 

国語 『国語』 国語 国語 

地理 

歴史 

『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』 左の科目から１科目   

公民 
『公共、倫理』、 

『公共、政治・経済』 

数学 『数学Ⅰ、数学Ａ』及び『数学Ⅱ、数学Ｂ、数学Ｃ』 数学 数学（理系） 

理科 『物理』（必ず選択）、及び『化学』、『生物』から１科目 理科 物理、化学の２科目 

外国語 
『英語』、『ドイツ語』、『フランス語』、『中国語』、『韓国語』から 

１科目 
外国語 英 

情報 『情報Ⅰ』   

農学部 

国語 『国語』 国語 国語 

地理 

歴史 

『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』 左の科目から１科目   

公民 
『公共、倫理』、 

『公共、政治・経済』 

数学 『数学Ⅰ、数学Ａ』及び『数学Ⅱ、数学Ｂ、数学Ｃ』 数学 数学（理系） 

理科 『物理』、『化学』、『生物』、『地学』から２科目 理科 物理、化学、生物、地学から２ 

外国語 
『英語』、『ドイツ語』、『フランス語』、『中国語』、『韓国語』から 

１科目 
外国語 英、独、仏、中から１ 

情報 『情報Ⅰ』   

〇注 

（１）大学入学共通テストの「地理歴史及び公民」の試験時間において 2 科目を受験する場合、『公共、倫理』と『公共、政治・経済』の 

組合せを選択することはできない。 

（２）大学入学共通テストの理科において、総合人間学部文系、文学部、教育学部文系、法学部、経済学部文系では、『物理基礎、化学 

基礎、生物基礎、地学基礎』に代えて、『物理』、『化学』、『生物』、『地学』のうちから２科目を選択することができる。 

 

〇個別学力検査教科・科目等の略称、並びにそれぞれの教科・科目の出題範囲は下表のとおりである。 

略称 出題範囲 

国語 「現代の国語」「言語文化」「論理国語」「文学国語」「古典探究」 

数学（文系） 「数学 I」「数学 II」「数学Ａ」「数学Ｂ」「数学Ｃ」（「数学 I」「数学 II」「数学Ａ」は全範囲から、「数学Ｂ」は「数列」

から、「数学Ｃ」は「ベクトル」から出題する。） 

数学（理系） 「数学 I」「数学 II」「数学Ⅲ」「数学Ａ」「数学Ｂ」「数学Ｃ」（「数学 I」「数学 II」「数学Ⅲ」「数学Ａ」は全範囲か

ら、「数学Ｂ」は「数列」から、「数学Ｃ」は「ベクトル」と「平面上の曲線と複素数平面」から出題する。） 

理科 

物理 

化学 

生物 

地学 

 

「物理基礎」「物理」 

「化学基礎」「化学」 

「生物基礎」「生物」 

「地学基礎」「地学」 

外国語 

英 

 

独 

仏 

中 

 

「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」を併せて、『英語』として出題する。 

ドイツ語 

フランス語 

中国語 

 

〇大学入学共通テストの利用教科・科目及び個別学力検査にかかる経過措置について 

個別学力検査の配点等を予告する際に併せて公表する予定です。 


