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【教育学部 初等教育課程】平成３０（２０１８）年度入試からの変更点について 
 

 平成２９（２０１７）年度入試まで  平成３０（２０１８）年度入試から 

一

般

推

薦

入

試 

●専攻別に出願（第２志望まで志願可） 

＜国語専攻・社会専攻・数学専攻・理科専攻・音楽専攻＞ 

 

 

●基礎学力適性検査100点、面接100点、調査書等、 

音楽実技試験（音楽専攻志願者のみ。段階評価） 

 

 ●初等教育課程に出願（希望専攻は出願時には選択しない） 

 ※２年次より専攻に分かれて履修（希望に基づき各専攻に進むが、人数制限や１年次 

の成績による選抜が課される可能性あり） 

 

●基礎学力適性検査100点、面接100点、調査書等、音楽実技（選択可） 

※音楽実技（ピアノ、声楽、管弦打楽器から２つ組み合わせ）を選択した場合 、 

面接点（100点）に最大20点加点（但し加点は面接点の満点を限度とする） 

全
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生

入

試
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一

般

入
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[

前

期

・

後

期

]

） 

●専攻別に出願（第２志望まで志願可） 

＜国語専攻・社会専攻・数学専攻・理科専攻・音楽専攻＞ 

 

●国語専攻・社会専攻・理科専攻 

〔必須〕国語「国語総合（古文・漢文は除く）」、 

外国語（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・英語表現Ⅰ』 

〔選択〕地理歴史・公民「世界史Ｂ」「日本史Ｂ」「政治・経済」 

    理科（「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」から２科目選択）   から１教科 

数学『数学Ⅰ・数学Ａ』『数学Ⅰ・数学Ａ・数学Ⅱ・数学Ｂ』     １科目 

計３教科で判定（各100点×3＝300点）             （高得点利用） 

 

●音楽専攻 

〔必須〕国語「国語総合（古文・漢文は除く）」、 

外国語（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・英語表現Ⅰ』 

    音楽実技（ＤＶＤ審査。 段階評価） 

〔選択〕地理歴史・公民「世界史Ｂ」「日本史Ｂ」「政治・経済」 

    理科（「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」から２科目選択）   から１教科 

数学『数学Ⅰ・数学Ａ』『数学Ⅰ・数学Ａ・数学Ⅱ・数学Ｂ』     １科目 

計３教科＋音楽実技（ＤＶＤ審査）で判定                          （高得点利用） 

（各100点×3＝300点。＋音楽実技段階評価） 

 

●数学専攻 

〔必須〕国語「国語総合（古文・漢文は除く）」、 

外国語（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・英語表現Ⅰ』 

〔選択〕地理歴史・公民「世界史Ｂ」「日本史Ｂ」「政治・経済」 

    理科（「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」から２科目選択）   から１教科 

数学『数学Ⅰ・数学Ａ・数学Ⅱ・数学Ｂ』※数学受験必須       １科目 

計３教科で判定（各100点×3＝300点）             （高得点利用） 

 ●初等教育課程に出願（希望専攻は出願時には選択しない） 

 ※２年次より専攻に分かれて履修（希望に基づき各専攻に進むが、人数制限や１年次 

の成績による選抜が課される可能性あり） 

 

●新たな試験方式を導入（試験方式により判定科目が異なる、①～③の試験方式は全て 

併願可。受験時にどの試験方式を選択しても、２年次に進む専攻は自由に希望できる。） 

 

①文系型 

〔必須〕国語「国語総合（古文・漢文は除く）」、 

外国語（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・英語表現Ⅰ』 

地理歴史・公民「世界史Ｂ」「日本史Ｂ」「政治・経済」から１科目 

 計３教科で判定（各100点×3＝300点） 

 

②理系型 

〔必須〕国語「国語総合（古文・漢文は除く）」、 

外国語（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・英語表現Ⅰ』 

理科（「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」から２科目選択）   から１教科 

数学『数学Ⅰ・数学Ａ・数学Ⅱ・数学Ｂ』             １科目 

 計３教科で判定（各100点×3＝300点）             （高得点利用） 

 

③実技型（音楽） 

〔必須〕国語「国語総合（古文・漢文は除く）」、 

外国語（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・英語表現Ⅰ』 

音楽実技（ピアノ50点＋声楽50点＝100点）ＤＶＤ審査 

 計３教科で判定（各100点×3＝300点） 
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 平成２９（２０１７）年度入試まで  平成３０（２０１８）年度入試から 

セ 

ン 

タ 

ー 

プ 

ラ 

ス 

入 

試 

●専攻別に出願（第２志望専攻まで志願可） 

＜国語専攻・社会専攻・数学専攻・理科専攻・音楽専攻＞ 

 

●国語専攻・社会専攻・音楽専攻 

＜一般入試＞ 

国語「国語総合（古文・漢文は除く）」               から１教科 

外国語（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・英語表現Ⅰ』    １科目 

音楽実技（ＤＶＤ審査。 段階評価）※音楽専攻志願者のみ必須      (高得点利用) 

＜大学入試センター試験＞ 

国語『国語』 

外国語『英語（リスニング含まず）』 

地理歴史・公民「世界史Ａ」「世界史Ｂ」「日本史Ａ」「日本史Ｂ」    から２教科 

「地理Ａ」「地理Ｂ」「現代社会」「倫理」          ２科目 

「政治・経済」「政治・経済・倫理」         （高得点利用） 

数学「数学Ⅰ」『数学Ⅰ・数学Ａ』「数学Ⅱ」『数学Ⅱ・数学Ｂ』 

理科「物理」「化学」「生物」「地学」「物理基礎」「化学基礎」 

「生物基礎」「地学基礎」※基礎のついた科目は２科目で１科目扱いとする。 

一般100点＋センター200点 計300点で判定 

（センター外国語200点×0.5＝100点換算） 

 

●数学専攻・理科専攻 

＜一般入試＞ 

理科（「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」から２科目選択）     から１教科 

数学『数学Ⅰ・数学Ａ』『数学Ⅰ・数学Ａ・数学Ⅱ・数学Ｂ』       １科目 

※数学専攻志願者は、数学は『数学Ⅰ・数学Ａ・数学Ⅱ・数学Ｂ』 （高得点利用） 

受験必須 

＜大学入試センター試験＞ 

国語『国語』 

外国語『英語（リスニング含まず）』 

地理歴史・公民「世界史Ａ」「世界史Ｂ」「日本史Ａ」「日本史Ｂ」   から２教科 

「地理Ａ」「地理Ｂ」「現代社会」「倫理」         ２科目 

「政治・経済」「政治・経済・倫理」        （高得点利用） 

数学「数学Ⅰ」数学Ⅰ・数学Ａ』「数学Ⅱ」『数学Ⅱ・数学Ｂ』 

理科「物理」「化学」「生物」「地学」「物理基礎」「化学基礎」 

「生物基礎」「地学基礎」※基礎のついた科目は２科目で１科目扱いとする。 

一般100点＋センター200点 計300点で判定 

（センター外国語200点×0.5＝100点換算） 

 ●初等教育課程に出願（希望専攻は出願時には選択しない） 

※２年次より専攻に分かれて履修（希望に基づき各専攻に進むが、人数制限や１年次 

の成績による選抜が課される可能性あり） 

 

 

●初等教育課程 

＜一般入試＞ 

国語「国語総合（古文・漢文は除く）」 

外国語（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・英語表現Ⅰ』  から１教科 

数学『数学Ⅰ・数学Ａ・数学Ⅱ・数学Ｂ』                １科目 

音楽実技（ピアノ50点＋声楽50点＝100点）ＤＶＤ審査      （高得点利用） 

＜大学入試センター試験＞ 

国語『国語』 

外国語『英語（リスニング含まず）』 

地理歴史・公民「世界史Ａ」「世界史Ｂ」「日本史Ａ」「日本史Ｂ」    から２教科 

「地理Ａ」「地理Ｂ」「現代社会」「倫理」         ２科目 

「政治・経済」「政治・経済・倫理」         （高得点利用） 

数学「数学Ⅰ」『数学Ⅰ・数学Ａ』「数学Ⅱ」『数学Ⅱ・数学Ｂ』  

理科「物理」「化学」「生物」「地学」「物理基礎」「化学基礎」 

「生物基礎」「地学基礎」※基礎のついた科目は２科目で１科目扱いとする。    

一般100点＋センター200点 計300点で判定 

（センター外国語200点×0.5＝100点換算） 
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 平成２９（２０１７）年度入試まで  平成３０（２０１８）年度入試から 

セ 

ン 

タ 

ー 

試 

験 

利 

用 

入 

試 [ 

前 

期 

・ 

後 

期 ] 

●専攻別に出願（第２志望専攻まで志願可） 

＜国語専攻・社会専攻・数学専攻・理科専攻・音楽専攻＞ 

 

●５教科型 

＜大学入試センター試験＞ 

〔必須〕国語『国語』 

外国語『英語（リスニング含まず）』 

〔選択〕地理歴史・公民「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」「政治・経済・倫理         から 

数学「数学Ⅰ」『数学Ⅰ・数学Ａ』「数学Ⅱ」『数学Ⅱ・数学Ｂ』      ３教科 

理科「物理」「化学」「生物」「地学」「物理基礎」「化学基礎」    ３科目 

「生物基礎」「地学基礎」                （高得点利用） 

※基礎のついた科目は２科目で１科目扱いとする。 

＜個別試験＞ 

〔必須〕音楽実技（ＤＶＤ審査。 段階評価）※音楽専攻志願者のみ必須   

計５教科で判定（各100点×5＝500点＋音楽実技段階評価） 

（センター外国語200点×0.5＝100点換算） 

 

●３教科型 

＜大学入試センター試験＞ 

〔必須〕国語『国語』 

外国語『英語（リスニング含まず）』 

〔選択〕地理歴史・公民「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」「政治・経済・倫理         から 

数学「数学Ⅰ」『数学Ⅰ・数学Ａ』「数学Ⅱ」『数学Ⅱ・数学Ｂ』      １教科 

理科「物理」「化学」「生物」「地学」「物理基礎」「化学基礎」    １科目 

「生物基礎」「地学基礎」                （高得点利用） 

※基礎のついた科目は２科目で１科目扱いとする。 

＜個別試験＞ 

〔必須〕音楽実技（ＤＶＤ審査。 段階評価）※音楽専攻志願者のみ必須   

計３教科で判定（各100点×3＝300点＋音楽実技段階評価） 

（センター外国語200点×0.5＝100点換算） 

 

 ●初等教育課程に出願（希望専攻は出願時には選択しない） 

※２年次より専攻に分かれて履修（希望に基づき各専攻に進むが、人数制限や１年次 

の成績による選抜が課される可能性あり） 

 

●５教科型 

＜大学入試センター試験＞ 

〔必須〕国語『国語』 

外国語『英語（リスニング含まず）』 

〔選択〕地理歴史・公民「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」「政治・経済・倫理         から 

数学「数学Ⅰ」『数学Ⅰ・数学Ａ』「数学Ⅱ」『数学Ⅱ・数学Ｂ』      ３教科 

理科「物理」「化学」「生物」「地学」「物理基礎」「化学基礎」    ３科目 

「生物基礎」「地学基礎」                （高得点利用） 

※基礎のついた科目は２科目で１科目扱いとする。 

＜個別試験＞ 

〔選択〕音楽実技（ピアノ50点＋声楽50点＝100点）ＤＶＤ審査   

計５教科で判定（各100点×5＝500点） 

（センター外国語200点×0.5＝100点換算） 

 

●３教科型 

＜大学入試センター試験＞ 

〔必須〕国語『国語』 

外国語『英語（リスニング含まず）』 

〔選択〕地理歴史・公民「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」「政治・経済・倫理         から 

数学「数学Ⅰ」『数学Ⅰ・数学Ａ』「数学Ⅱ」『数学Ⅱ・数学Ｂ』      １教科 

理科「物理」「化学」「生物」「地学」「物理基礎」「化学基礎」    １科目 

「生物基礎」「地学基礎」                （高得点利用） 

※基礎のついた科目は２科目で１科目扱いとする。 

＜個別試験＞ 

〔選択〕音楽実技（ピアノ50点＋声楽50点＝100点）ＤＶＤ審査   

計３教科で判定（各100点×3＝300点） 

（センター外国語200点×0.5＝100点換算） 

 

 


