
 

 

平成 25 年 3 月 28 日 

 

 

2015 年度（平成 27 年度）入学者選抜（一般入試）における 

試験科目の範囲等について（予告） 

 

諏訪東京理科大学 

 

 

平成 24 年度から実施される新高等学校学習指導要領に対応した平成 27 年度大学入試センター試験利用入

学試験（A 方式）科目及び一般入学試験（B 方式）の範囲等について、別表のとおり予告します。 

 配点等の詳細については、大学入試センターが平成 27 年度大学入試センター試験における出題教科、科目

の試験時間及び配点等を決定した後に改めて公表することとします。 

なお、本予告は、今後、諸事情の変化によって変更の可能性もあるのでご注意願います。 



【別表】 

1/6 

平成 27 年度入試における変更点について 

 

諏訪東京理科大学 

１．システム工学部 

（１） A 方式入試 大学入試センター試験利用教科・科目 

① 前期・後期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年度 大学入試センター試験 利用科目 平成 25 年度 大学入試センター試験 利用科目 

教科 科目 備考 教科 科目 備考 

数学 「数学Ⅰ」『数学Ⅰ・数学Ａ』 

「数学Ⅱ」『数学Ⅱ・数学Ｂ』 

4 科目から 1～2 科目

選択 

数学 「数学Ⅰ」『数学Ⅰ・数学Ａ』 

「数学Ⅱ」『数学Ⅱ・数学Ｂ』 

4 科目から 1～2 科目

選択 

① 「物理基礎」「化学基礎」 

「生物基礎」「地学基礎」 

理

科 

② 「物理」「化学」「生物」「地学」 

 

①の 4 科目から 

2 科目選択 

又は②の 4 科目から 

1～2 科目選択 

又は①の 4 科目から 

2 科目選択及び②の 

4科目から1科目選択 

理科 「物理Ⅰ」「化学Ⅰ」「生物Ⅰ」 

「地学Ⅰ」 

4 科目から 1～2 科目

選択 

外国語 『英語』『ドイツ語』『フランス語』

『中国語』『韓国語』 

5科目から1科目選択 外国語 『英語』『ドイツ語』『フランス語』

『中国語』『韓国語』 

5 科目から 1 科目選択 

国語 「国語」（近代以降の文章のみ）  国語 「国語」（近代以降の文章のみ）  

数学・理科から 1 科目（理科①の場合は 2 科目）必須、数学・理科・ 

外国語・国語から 2 科目（理科①を選択した場合は 3 科目）選択 

（必須・選択ともに高得点の科目を採用） 

数学・理科から 1 科目必須、数学・理科・外国語・国語から 2 科目選択

（必須・選択ともに高得点の科目を採用） 
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  ② 中期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年度 大学入試センター試験 利用科目 平成 25 年度 大学入試センター試験 利用科目 

教科 科目 備考 教科 科目 備考 

数学 「数学Ⅰ」『数学Ⅰ・数学Ａ』 

「数学Ⅱ」『数学Ⅱ・数学Ｂ』 

4 科目から 1～2 科目

選択 

数学 「数学Ⅰ」『数学Ⅰ・数学Ａ』 

「数学Ⅱ」『数学Ⅱ・数学Ｂ』 

4 科目から 1～2 科目

選択 

① 「物理基礎」「化学基礎」 

「生物基礎」「地学基礎」 

理

科 

② 「物理」「化学」「生物」「地学」 

 

①の 4 科目から 

2 科目選択 

又は②の 4 科目から 

1～2 科目選択 

又は①の 4 科目から 

2 科目選択及び②の 

4科目から1科目選択 

理科 「物理Ⅰ」「化学Ⅰ」「生物Ⅰ」 

「地学Ⅰ」 

4 科目から 1～2 科目

選択 

外国語 『英語』『ドイツ語』『フランス語』

『中国語』『韓国語』 

5科目から1科目選択 外国語 『英語』『ドイツ語』『フランス語』

『中国語』『韓国語』 

5 科目から 1 科目選択 

国語 「国語」（近代以降の文章のみ）  国語 「国語」（近代以降の文章のみ）  

数学・理科から 1 科目（理科①の場合は 2 科目）必須、数学・理科・ 

外国語・国語から 1 科目（理科①を選択した場合は 2 科目）選択 

（必須・選択ともに高得点の科目を採用） 

数学・理科から 1 科目必須、数学・理科・外国語・国語から 1 科目選択

（必須・選択ともに高得点の科目を採用） 
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（２） B 方式入試 試験教科・科目 

  ① 前期 

 

② 後期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年度 Ｂ方式入学試験 利用科目 平成 25 年度 Ｂ方式入学試験 利用科目 

教科 科目 備考 教科 科目 備考 

数学 「数学Ⅰ」「数学Ⅱ」 

「数学Ａ」「数学Ｂ」 

 数学 「数学Ⅰ」「数学Ⅱ」「数学Ａ」（集合

と論理、場合の数と確率） 

「数学Ｂ」（数列、ベクトル） 

 

理科 物理：「物理基礎」「物理」 

化学：「化学基礎」「化学」 

物理又は化学を 

選択 

理科 物理：「物理Ⅰ」 

化学：「化学Ⅰ」 

物理又は化学を 

選択 

外国語 「英語Ⅰ」「英語Ⅱ」「リーディング」

「ライティング」 

 外国語 「英語Ⅰ」「英語Ⅱ」「リーディング」

「ライティング」 

 

数学必須、理科・外国語から 1 教科選択 

（理科・外国語の 2 教科とも受験した場合は、高得点の教科を採用） 

数学必須、理科・外国語から 1 教科選択 

（理科・外国語の 2 教科とも受験した場合は、高得点の教科を採用） 

平成 27 年度 Ｂ方式入学試験 利用科目 平成 25 年度 Ｂ方式入学試験 利用科目 

教科 科目 備考 教科 科目 備考 

数学 「数学Ⅰ」「数学Ⅱ」 

「数学Ａ」「数学Ｂ」 

 数学 「数学Ⅰ」「数学Ⅱ」「数学Ａ」（集合と論理、

場合の数と確率）「数学Ｂ」（数列、ベクトル） 
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２．経営情報学部 

（１）A 方式入試 大学入試センター試験利用教科・科目 

① 前期・後期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年度 大学入試センター試験 利用科目 平成 25 年度 大学入試センター試験 利用科目 

教科 科目 備考 教科 科目 備考 

数学 「数学Ⅰ」『数学Ⅰ・数学Ａ』 2科目から1科目選択 数学 「数学Ⅰ」『数学Ⅰ・数学Ａ』 2 科目から 1 科目選択 

① 「物理基礎」「化学基礎」 

「生物基礎」「地学基礎」 

理

科 

② 「物理」「化学」「生物」「地学」 

 

①の 4 科目から 

2 科目選択 

又は②の 4 科目から 

1 科目選択（理科②で

2 科目受験した場合

は高得点の科目を採

用） 

又は①の 4 科目から 

2 科目選択及び②の 

4科目から1科目選択 

理科 「物理Ⅰ」「化学Ⅰ」「生物Ⅰ」 

「地学Ⅰ」「理科総合Ａ」「理科総合

Ｂ」 

6 科目から 1 科目選択 

外国語 『英語』『ドイツ語』『フランス語』

『中国語』『韓国語』 

5科目から1科目選択 外国語 『英語』『ドイツ語』『フランス語』

『中国語』『韓国語』 

5 科目から 1 科目選択 

国語 「国語」（近代以降の文章のみ）  国語 「国語」（近代以降の文章のみ）  

地歴・ 

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」

『倫理、政治・経済』 

1 科目選択（2 科目受

験した場合は高得点

の科目を採用） 

地歴・ 

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」

『倫理、政治・経済』 

1 科目選択（2 科目受

験した場合は高得点

の科目を採用） 

5 教科のうち高得点の 2 教科を採用 5 教科のうち高得点の 2 教科を採用 
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  ② 中期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年度 大学入試センター試験 利用科目 平成 25 年度 大学入試センター試験 利用科目 

教科 科目 備考 教科 科目 備考 

数学 「数学Ⅰ」『数学Ⅰ・数学Ａ』「数学

Ⅱ」『数学Ⅱ・数学Ｂ』「工業数理基

礎」『簿記・会計』『情報関係基礎』 

1～2 科目選択 数学 「数学Ⅰ」『数学Ⅰ・数学Ａ』「数学

Ⅱ」『数学Ⅱ・数学Ｂ』「工業数理基

礎」『簿記・会計』『情報関係基礎』 

1～2 科目選択 

① 「物理基礎」「化学基礎」 

「生物基礎」「地学基礎」 

理

科 

② 「物理」「化学」「生物」「地学」 

 

①の 4 科目から 

2 科目選択 

又は②の 4 科目から 

1～2 科目選択 

又は①の 4 科目から 

2 科目選択及び②の 

4科目から1科目選択 

理科 「物理Ⅰ」「化学Ⅰ」「生物Ⅰ」 

「地学Ⅰ」「理科総合Ａ」「理科総合

Ｂ」 

6 科目から 1～2 科目

選択 

外国語 『英語』『ドイツ語』『フランス語』

『中国語』『韓国語』 

5科目から1科目選択 外国語 『英語』『ドイツ語』『フランス語』

『中国語』『韓国語』 

5 科目から 1 科目選択 

国語 「国語」（近代以降の文章のみ）  国語 「国語」（近代以降の文章のみ）  

地歴・ 

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」

『倫理、政治・経済』 

1～2 科目選択 地歴・ 

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」

『倫理、政治・経済』 

1～2 科目選択 

高得点の 2 科目（理科①を選択した場合は 3 科目）を採用 高得点の 2 科目を採用 
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（２）B 方式入試 試験教科・科目 

① 前期 

 

② 後期 

 

平成 27 年度 Ｂ方式入学試験 利用科目 平成 25 年度 Ｂ方式入学試験 利用科目 

教科 科目 備考 教科 科目 備考 

国語 「国語総合」（現代文のみ）  国語 「国語総合」（現代文のみ）  

選択 外国語：「英語Ⅰ」「英語Ⅱ」「リーデ

ィング」「ライティング」 

公 民：「現代社会」 

外国語又は公民を 

選択 

選択 外国語：「英語Ⅰ」「英語Ⅱ」「リーデ

ィング」「ライティング」 

公 民：「現代社会」 

外国語又は公民を 

選択 

数学 「数学Ⅰ」「数学Ａ」  数学 「数学Ⅰ」「数学Ａ」  

国語、選択、数学の 3 教科の中から 2 教科選択 

（3 教科とも受験した場合は、高得点の 2 教科を採用） 

国語、選択、数学の 3 教科の中から 2 教科選択 

（3 教科とも受験した場合は、高得点の 2 教科を採用） 

平成 27 年度 Ｂ方式入学試験 利用科目 平成 25 年度 Ｂ方式入学試験 利用科目 

教科 科目 備考 教科 科目 備考 

国語 「国語総合」（現代文のみ）  国語 「国語総合」（現代文のみ）  

外国語 「英語Ⅰ」「英語Ⅱ」「リーディング」 

「ライティング」 

 外国語 「英語Ⅰ」「英語Ⅱ」「リーディング」 

「ライティング」 

 

数学 「数学Ⅰ」「数学Ａ」  数学 「数学Ⅰ」「数学Ａ」  

国語、外国語、数学の 3 教科の中から 1 教科選択 国語、外国語、数学の 3 教科の中から 1 教科選択 


