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令和７年度入試（一般選抜を除く）における変更について 
 

 

令和７年度入試から，以下のとおり変更します。 

 

 

 

【フロンティア入試 TypeⅠ】 

「大学入学共通テストの受験を要する教科・科目の変更」 
 

現行（令和６年度入試） 変更後（令和７年度入試） 

<理学部地球惑星科学科> 

数学:「数学Ⅰ・数学Ａ」、「数学Ⅱ・数学Ｂ」 

 

理科:「物理」、「化学」、「生物」、「地学」か 

ら、「物理」又は「化学」を含む２科 

目選択 

外国語:「英語（リスニングを含む）」、「ドイ 

ツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓 

国語」から１科目選択 

<理学部地球惑星科学科> 

数学:「数学Ⅰ、数学Ａ」、「数学Ⅱ、数学Ｂ、 

数学Ｃ」 

理科:「物理」、「化学」、「生物」、「地学」か 

ら、「物理」又は「化学」を含む２科 

目選択 

外国語:「英語（リスニングを含む）」、「ドイ 

ツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓 

国語」から１科目選択 

<医学部医学科> 

国語:「国語」 

地理歴史、公民: 

     「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、 

「倫理、政治・経済」から１科目選択 

※ ２科目を受験している場合は、 

第１解答科目を利用します。 

 

 

数学:「数学Ⅰ・数学Ａ」を必須とし、「数学 

Ⅱ・数学Ｂ」、「簿記・会計」、「情報関 

係基礎」から１科目選択 

※「簿記・会計」、「情報関係基礎」を 

選択解答できる者は、高等学校又は 

中等教育学校においてこれらの科目 

を履修した者に限ります。 

理科:「物理」を必須とし、「化学」又は「生 

物」から１科目選択 

外国語:「英語（リスニングを含む）」、「ドイ 

ツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓 

国語」から１科目選択 

<医学部医学科> 

国語:「国語」 

地理歴史、公民: 

     「地理総合、地理探究」、「歴史総合、 

日本史探究」、「歴史総合、世界史探究」、 

「公共、倫理」、「公共、政治・経済」 

から１科目選択 

※ ２科目を受験している場合は、 

第１解答科目を利用します。 

数学:「数学Ⅰ、数学Ａ」、「数学Ⅱ、数学Ｂ、 

数学Ｃ」 

 

 

 

 

 

理科:「物理」を必須とし、「化学」又は「生 

物」から１科目選択 

外国語:「英語（リスニングを含む）」、「ドイ 

ツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓 

国語」から１科目選択 
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現行（令和６年度入試） 変更後（令和７年度入試） 

<医学部保健学科看護学専攻> 

国語:「国語」 

地理歴史、公民: 

     「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、 

「倫理、政治・経済」から１科目選択 

※ ２科目を受験している場合は、 

第１解答科目を利用します。 

 

 

数学:「数学Ⅰ・数学Ａ」を必須とし、「数学 

Ⅱ・数学Ｂ」、「簿記・会計」、「情報関 

係基礎」から１科目選択 

※「簿記・会計」、「情報関係基礎」を 

選択解答できる者は、高等学校又は 

中等教育学校においてこれらの科目 

を履修した者に限ります。 

理科:「物理」、「化学」、「生物」から２科目選 

択 

外国語:「英語（リスニングを含む）」、「ドイ 

ツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓 

国語」から１科目選択 

<医学部保健学科看護学専攻> 

国語:「国語」 

地理歴史、公民: 

     「地理総合、地理探究」、「歴史総合、 

日本史探究」、「歴史総合、世界史探究」、 

「公共、倫理」、「公共、政治・経済」 

から１科目選択 

※ ２科目を受験している場合は、 

第１解答科目を利用します。 

数学:「数学Ⅰ、数学Ａ」、「数学Ⅱ、数学Ｂ、 

数学Ｃ」 

 

 

 

 

 

理科:「物理」、「化学」、「生物」から２科目選 

択 

外国語:「英語（リスニングを含む）」、「ドイ 

ツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓 

国語」から１科目選択 

<医学部保健学科放射線技術科学専攻> 

国語:「国語」 

地理歴史、公民: 

     「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、 

「倫理、政治・経済」から１科目選択 

※ ２科目を受験している場合は、 

第１解答科目を利用します。 

 

 

数学:「数学Ⅰ・数学Ａ」を必須とし、「数学 

Ⅱ・数学Ｂ」、「簿記・会計」、「情報関 

係基礎」から１科目選択 

※「簿記・会計」、「情報関係基礎」を 

選択解答できる者は、高等学校又は 

中等教育学校においてこれらの科目 

を履修した者に限ります。 

理科:「物理」を必須とし、「化学」又は「生

物」から１科目選択 

外国語:「英語（リスニングを含む）」、「ドイ 

ツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓 

国語」から１科目選択 

<医学部保健学科放射線技術科学専攻> 

国語:「国語」 

地理歴史、公民: 

    「地理総合、地理探究」、「歴史総合、 

日本史探究」、「歴史総合、世界史探究」、 

「公共、倫理」、「公共、政治・経済」 

から１科目選択 

※ ２科目を受験している場合は、 

第１解答科目を利用します。 

数学: 「数学Ⅰ、数学Ａ」、「数学Ⅱ、数学Ｂ、 

数学Ｃ」 

 

 

 

 

 

理科:「物理」を必須とし、「化学」又は「生

物」から１科目選択 

外国語:「英語（リスニングを含む）」、「ドイ 

ツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓 

国語」から１科目選択 
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現行（令和６年度入試） 変更後（令和７年度入試） 

<医学部保健学科検査技術科学専攻> 

国語:「国語」 

地理歴史、公民: 

     「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、 

「倫理、政治・経済」から１科目選択 

※ ２科目を受験している場合は、 

第１解答科目を利用します。 

 

 

数学: 「数学Ⅰ・数学Ａ」、「数学Ⅱ・数学Ｂ」 

 

理科:「化学」を必須とし、「物理」又は「生

物」から１科目選択 

外国語:「英語（リスニングを含む）」、「ドイ 

ツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓 

国語」から１科目選択 

<医学部保健学科検査技術科学専攻> 

国語:「国語」 

地理歴史、公民: 

     「地理総合、地理探究」、「歴史総合、 

日本史探究」、「歴史総合、世界史探究」、 

「公共、倫理」、「公共、政治・経済」 

から１科目選択 

※ ２科目を受験している場合は、 

第１解答科目を利用します。 

数学: 「数学Ⅰ、数学Ａ」、「数学Ⅱ、数学Ｂ、 

数学Ｃ」 

理科: 「化学」を必須とし、「物理」又は「生

物」から１科目選択 

外国語:「英語（リスニングを含む）」、「ドイ 

ツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓 

国語」から１科目選択 

<医学部保健学科理学療法学専攻> 

国語:「国語」 

地理歴史、公民: 

     「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、 

「倫理、政治・経済」から１科目選択 

※ ２科目を受験している場合は、 

第１解答科目を利用します。 

 

 

数学: 「数学Ⅰ・数学Ａ」を必須とし、「数学 

Ⅱ・数学Ｂ」、「簿記・会計」、「情報関 

係基礎」から１科目選択 

※「簿記・会計」、「情報関係基礎」を 

選択解答できる者は、高等学校又は 

中等教育学校においてこれらの科目 

を履修した者に限ります。 

理科:「物理」、「化学」又は「生物」から２ 

科目選択 

外国語:「英語（リスニングを含む）」、「ドイ 

ツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓 

国語」から１科目選択 

<医学部保健学科理学療法学専攻> 

国語:「国語」 

地理歴史、公民: 

     「地理総合、地理探究」、「歴史総合、 

日本史探究」、「歴史総合、世界史探究」、 

「公共、倫理」、「公共、政治・経済」 

から１科目選択 

※ ２科目を受験している場合は、 

第１解答科目を利用します。 

数学: 「数学Ⅰ、数学Ａ」、「数学Ⅱ、数学Ｂ、 

数学Ｃ」 

 

 

 

 

 

理科:「物理」、「化学」又は「生物」から２ 

科目選択 

外国語:「英語（リスニングを含む）」、「ドイ 

ツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓 

国語」から１科目選択 
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現行（令和６年度入試） 変更後（令和７年度入試） 

<医学部保健学科作業療法学専攻> 

国語:「国語」 

地理歴史、公民: 

     「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、 

「倫理、政治・経済」から１科目選択 

※ ２科目を受験している場合は、 

第１解答科目を利用します。 

 

 

数学: 「数学Ⅰ・数学Ａ」を必須とし、「数学 

Ⅱ・数学Ｂ」、「簿記・会計」、「情報関 

係基礎」から１科目選択 

※「簿記・会計」、「情報関係基礎」を 

選択解答できる者は、高等学校又は 

中等教育学校においてこれらの科目 

を履修した者に限ります。 

理科:「物理」、「化学」、「生物」、「地学」か 

ら２科目選択 

外国語:「英語（リスニングを含む）」、「ドイ 

ツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓 

国語」から１科目選択 

<医学部保健学科作業療法学専攻> 

国語:「国語」 

地理歴史、公民: 

     「地理総合、地理探究」、「歴史総合、 

日本史探究」、「歴史総合、世界史探究」、 

「公共、倫理」、「公共、政治・経済」 

から１科目選択 

※ ２科目を受験している場合は、 

第１解答科目を利用します。 

数学: 「数学Ⅰ、数学Ａ」、「数学Ⅱ、数学Ｂ、 

数学Ｃ」 

 

 

 

 

 

理科:「物理」、「化学」、「生物」、「地学」か 

ら２科目選択 

外国語:「英語（リスニングを含む）」、「ドイ 

ツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓 

国語」から１科目選択 

<歯学部> 

国語:「国語」 

地理歴史、公民: 

     「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、 

「倫理、政治・経済」から１科目選択 

※ ２科目を受験している場合は、 

第１解答科目を利用します。 

 

 

数学: 「数学Ⅰ・数学Ａ」を必須とし、「数学 

Ⅱ・数学Ｂ」、「簿記・会計」、「情報関 

係基礎」から１科目選択 

※「簿記・会計」、「情報関係基礎」を 

選択解答できる者は、高等学校又は 

中等教育学校においてこれらの科目 

を履修した者に限ります。 

理科:「物理」、「化学」、「生物」、「地学」か 

ら２科目選択 

外国語:「英語（リスニングを含む）」、「ドイ 

ツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓 

国語」から１科目選択 

<歯学部> 

国語:「国語」 

地理歴史、公民: 

     「地理総合、地理探究」、「歴史総合、 

日本史探究」、「歴史総合、世界史探究」、 

「公共、倫理」、「公共、政治・経済」 

から１科目選択 

※ ２科目を受験している場合は、 

第１解答科目を利用します。 

数学: 「数学Ⅰ、数学Ａ」、「数学Ⅱ、数学Ｂ、 

数学Ｃ」 

 

 

 

 

 

理科:「物理」、「化学」、「生物」、「地学」か 

ら２科目選択 

外国語:「英語（リスニングを含む）」、「ドイ 

ツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓 

国語」から１科目選択 
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現行（令和６年度入試） 変更後（令和７年度入試） 

<工学部応用理工系学科(応用マテリアル工学コース) > 

数学: 「数学Ⅰ・数学Ａ」を必須とし、「数学 

Ⅱ・数学Ｂ」、「簿記・会計」、「情報関 

係基礎」から１科目選択 

※「簿記・会計」、「情報関係基礎」を 

選択解答できる者は、高等学校又は 

中等教育学校においてこれらの科目 

を履修した者に限ります。 

理科: 「物理」、「化学」、「生物」、「地学」 

から「物理」又は「化学」を含む２ 

科目選択 

外国語:「英語（リスニングを含む）」、「ドイ 

ツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓 

国語」から１科目選択 

<工学部応用理工系学科(応用マテリアル工学コース) > 

数学: 「数学Ⅰ、数学Ａ」、「数学Ⅱ、数学Ｂ、 

数学Ｃ」 

 

 

 

 

 

理科: 「物理」、「化学」、「生物」、「地学」 

から「物理」又は「化学」を含む２ 

科目選択 

外国語:「英語（リスニングを含む）」、「ドイ 

ツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓 

国語」から１科目選択 

<工学部環境社会工学科(社会基盤学コース) > 

数学:「数学Ⅰ・数学Ａ」、「数学Ⅱ・数学Ｂ」 

 

理科:「物理」 

<工学部環境社会工学科(社会基盤学コース) > 

数学:「数学Ⅰ、数学Ａ」、「数学Ⅱ、数学Ｂ、 

数学Ｃ」 

理科:「物理」 

<水産学部> 

数学・理科: 

「数学Ⅰ・数学Ａ」、「数学Ⅱ・数学Ｂ」、 

「物理」、「化学」、「生物」、「地学」の中か 

ら３つの科目を本学出願時に選択 

外国語:「英語（リーディング）」 

<水産学部> 

数学・理科: 

「数学Ⅰ、数学Ａ」、「数学Ⅱ、数学Ｂ、数 

学Ｃ」、「物理」、「化学」、「生物」、「地学」 

の中から３つの科目を本学出願時に選択

外国語:「英語（リーディング）」 
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【フロンティア入試 TypeⅡ／帰国生徒選抜／私費外国人留学生(学部)入試】 

「適性試験の出題範囲の変更」 

 

＜共通問題＞  

科目  現行（令和６年度入試）  変更後（令和７年度入試）  

数学 

数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ａ・Ｂ 
（数学Ａは「場合の数と確率」，「整数

の性質」，「図形の性質」，数学Ｂは「数

列」，「ベクトル」とする。）  
 

数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ａ・Ｂ・Ｃ 
（数学Ａは「図形の性質」，「場合の数

と確率」，数学Ｂは「数列」，数学Ｃは

「ベクトル」，「平面上の曲線と複素数

平面」とする。）  

 

＜選択問題＞  

科目  現行（令和６年度入試）  変更後（令和７年度入試）  

数学  

数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ａ・Ｂ 
（数学Ａは「場合の数と確率」，「整数

の性質」，「図形の性質」，数学Ｂは「数

列」，「ベクトル」とする。）  
 

数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ａ・Ｂ・Ｃ 
（数学Ａは「図形の性質」，「場合の数

と確率」，数学Ｂは「数列」，数学Ｃは

「ベクトル」，「平面上の曲線と複素数

平面」とする。） 

物理 

物理基礎及び物理  
（「力学」，「波動」，「熱」，「電磁

気ただし，電磁誘導は除く。」）  

物理基礎及び物理  
（「力学」，「波動」，「熱」，「電磁

気」） 

  

化学  化学基礎及び化学  化学基礎及び化学  

  


