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令和元年７月 31 日 
学習院大学 

 
令和３（2021）年度学習院大学一般選抜 

（大学入学共通テスト利用入学者選抜）の配点について 
 
 標記入学者選抜の配点について、以下のとおりお知らせいたします。 
 なお、本予告は現時点のものであり、予告内容について追加・変更等が生じた場合には、速やかに公表し
ます。 
※ 括弧内の人数は、募集人員を表します。 
※ 「」で記載されている科目は、高等学校学習指導要領上設定されている科目を表し、『』はそれ以外の

科目を表します。 
 
＜法学部＞ 
３教科型  

 

法学科（15 名）、政治学科（15 名）   

教科 科目 配点 備考 

国語 『国語』（記述式問題を含む） 100 点 

マーク式は満点 200
点を 80 点に換算しま
す。記述式は満点を
20 点とします（＊）。 

外国語 『英語』（リスニングを含む） 150 点 
満点 200 点を 150 点
に換算します。 

地理歴史 「日本史Ｂ」、「世界史Ｂ」、「地理Ｂ」、「政治・経済」、『倫理、
政治・経済』から１科目を選択、もしくは『数学Ⅰ・数学Ａ』、
『数学Ⅱ・数学Ｂ』の２科目を選択（「数学Ⅰ」は記述式問題
を含む） 

100 点 
数学２科目選択の場
合は、満点 200 点を
100 点に換算します。 

公民 

数学 

＊ 記述式は大問の成績のみを利用し、A=20 点、B=15 点、C=10 点、D=5 点、E=0 点とします。 
 
＜経済学部＞   

経済学科   

４科目型（10 名）   

教科 科目 配点 備考 

国語 『国語』（記述式問題を含む） 150 点 

マーク式は満点 200
点を120点に換算しま
す。記述式は満点を
30 点とします（＊）。 

外国語 
『英語』、『ドイツ語』、『フランス語』、『中国語』、『韓国語』か
ら１科目を選択（『英語』はリスニングを含む） 

200 点 

『英語』のリーディング
は満点 100 点を 160
点に換算します。リス
ニングは満点 100 点
を40点に換算します。 

数学 『数学Ⅰ・数学Ａ』（「数学Ⅰ」は記述式問題を含む） 100 点  

地理歴史 「日本史Ｂ」、「世界史Ｂ」、「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、
「政治・経済」、『倫理、政治・経済』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』から１
科目を選択 

100 点  公民 

数学 

＊ 記述式は大問の成績のみを利用し、A=30 点、B=22.5 点、C=15 点、D=7.5 点、E=0 点とします。 
 

６科目型（10 名）   

教科 科目 配点 備考 

国語 『国語』（記述式問題を含む） 200 点 

マーク式は満点 200
点を160点に換算しま
す。記述式は満点を
40 点とします（＊）。 

外国語 
『英語』、『ドイツ語』、『フランス語』、『中国語』、『韓国語』か
ら１科目を選択（『英語』はリスニングを含む） 

200 点 

『英語』のリーディング
は満点 100 点を 160
点に換算します。リス
ニングは満点 100 点
を40点に換算します。 
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数学 
『数学Ⅰ・数学Ａ』（「数学Ⅰ」は記述式問題を含む） 100 点  

『数学Ⅱ・数学Ｂ』 100 点 

地理歴史 
「日本史Ｂ」、「世界史Ｂ」、「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、
「政治・経済」、『倫理、政治・経済』、理科基礎科目（「物理
基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」の
うち２科目を選択して１科目と見なす）、「物理」、「化
学」、「生物」、「地学」、から２科目を選択（ただし、「現代社
会」、「倫理」、「政治・経済」、『倫理、政治・経済』の 4 科目
からは 1 科目しか選択できない。また、理科において同一名
称を含む科目の組み合わせは不可とする。） 

200 点
(各科目 
100 点) 

 公民 

理科 

＊ 記述式は大問の成績のみを利用し、A=40 点、B=30 点、C=20 点、D=10 点、E=0 点とします。 
 
経営学科 利用なし   
 
＜文学部＞ 
３教科型 

 
 

哲学科（５名）   

教科 科目 配点 備考 

国語 『国語』（記述式問題を含む） 150 点 

マーク式は満点 200
点を120点に換算しま
す。記述式は満点を
30 点とします（＊）。 

外国語 
『英語』、『ドイツ語』、『フランス語』から１科目を選択（『英語』
はリスニングを含む） 

150 点 
満点 200 点を 150 点
に換算します。 

地理歴史 「日本史Ｂ」、「世界史Ｂ」、「地理Ｂ」、「倫理」、「政治・経
済」、『倫理、政治・経済』、『数学Ⅰ・数学Ａ』から１科目を選
択、もしくは「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学
基礎」から２科目を選択（「数学Ⅰ」は記述式問題を含む） 

100 点  
公民 

数学 

理科 

＊ 記述式は大問の成績のみを利用し、A=30 点、B=22.5 点、C=15 点、D=7.5 点、E=0 点とします。 
 
史学科（５名）   

教科 科目 配点 備考 

国語 『国語』（記述式問題を含む） 100 点 

マーク式は満点 200
点を 80 点に換算しま
す。記述式は満点を
20 点とします（＊）。 

外国語 
『英語』、『ドイツ語』、『フランス語』、『中国語』、『韓国語』か
ら１科目を選択（『英語』はリスニングを含む） 

100 点 
満点 200 点を 100 点
に換算します。 

地理歴史 「日本史Ｂ」、「世界史Ｂ」、「地理Ｂ」、「政治・経済」から１科
目を選択 

100 点 
 

公民 

＊ 記述式は大問の成績のみを利用し、A=20 点、B=15 点、C=10 点、D=5 点、E=0 点とします。 
 
英語英米文化学科（10 名）   

教科 科目 配点 備考 

国語 『国語』（記述式問題を含む） 150 点 

マーク式は満点 200
点を120点に換算しま
す。記述式は満点を
30 点とします（＊）。 

外国語 『英語』（リスニングを含む） 150 点 
満点 200 点を 150 点
に換算します。 

地理歴史 「日本史Ａ」、「日本史Ｂ」、「世界史Ａ」、「世界史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』、『簿記・会計』、『情報関係基礎』、「物
理」、「化学」、「生物」、「地学」から１科目を選択、もしくは
「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」から２
科目を選択（「数学Ⅰ」は記述式問題を含む） 

100 点  
公民 

数学 

理科 

＊ 記述式は大問の成績のみを利用し、A=30 点、B=22.5 点、C=15 点、D=7.5 点、E=0 点とします。 
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ドイツ語圏文化学科（３名）   

教科 科目 配点 備考 

国語 『国語』（記述式問題を含む） 150 点 

マーク式は満点 200
点を120点に換算しま
す。記述式は満点を
30 点とします（＊）。 

外国語 
『英語』、『ドイツ語』、『フランス語』から１科目を選択（『英語』
はリスニングを含む） 

150 点 
満点 200 点を 150 点
に換算します。 

地理歴史 「日本史Ｂ」、「世界史Ｂ」、「地理Ｂ」、「倫理」、「政治・経
済」、『数学Ⅰ・数学Ａ』から１科目を選択（「数学Ⅰ」は記述
式問題を含む） 

100 点  公民 

数学 

＊ 記述式は大問の成績のみを利用し、A=30 点、B=22.5 点、C=15 点、D=7.5 点、E=0 点とします。 
 
フランス語圏文化学科（３名） 

教科 科目 配点 備考 

国語 『国語』（記述式問題を含む） 150 点 

マーク式は満点 200
点を120点に換算しま
す。記述式は満点を
30 点とします（＊）。 

外国語 
『英語』、『ドイツ語』、『フランス語』、『中国語』、『韓国語』か
ら１科目を選択（『英語』はリスニングを含む） 

150 点 
満点 200 点を 150 点
に換算します。 

地理歴史 「日本史Ｂ」、「世界史Ｂ」、「地理Ｂ」、「倫理」、「政治・経
済」、『数学Ⅰ・数学Ａ』から１科目を選択（「数学Ⅰ」は記述
式問題を含む） 

100 点  公民 

数学 

＊ 記述式は大問の成績のみを利用し、A=30 点、B=22.5 点、C=15 点、D=7.5 点、E=0 点とします。 
 
心理学科（５名）   

教科 科目  備考 

国語 『国語』（記述式問題を含む） 150 点 

マーク式は満点 200
点を120点に換算しま
す。記述式は満点を
30 点とします（＊）。 

外国語 
『英語』、『ドイツ語』、『フランス語』から１科目を選択（『英語』
はリスニングを含む） 

150 点 
満点 200 点を 150 点
に換算します。 

地理歴史 「日本史Ｂ」、「世界史Ｂ」、「地理Ｂ」、「政治・経済」、『数学
Ⅰ・数学Ａ』から１科目を選択（「数学Ⅰ」は記述式問題を含
む） 

100 点  公民 

数学 

＊ 記述式は大問の成績のみを利用し、A=30 点、B=22.5 点、C=15 点、D=7.5 点、E=0 点とします。 
 
５教科型 
日本語日本文学科（５名） 

 
 

教科 科目 配点 備考 

国語 『国語』（記述式問題を含む） 200 点 

マーク式は満点 200
点を160点に換算しま
す。記述式は満点を
40 点とします（＊）。 

外国語 
『英語』、『ドイツ語』、『フランス語』から１科目を選択（『英語』
はリスニングを含む） 

200 点 
 

地理歴史 「日本史Ｂ」、「世界史Ｂ」、「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、
「政治・経済」、『倫理、政治・経済』から１科目を選択 

100 点  
公民 

数学 
「数学Ⅰ」、『数学Ⅰ・数学Ａ』、「数学Ⅱ」、『数学Ⅱ・数学Ｂ』
から１科目を選択（「数学Ⅰ」は記述式問題を含む） 

100 点 
 

理科 
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」から１科目を選択、もしく
は「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」から
２科目を選択 

100 点 
 

＊ 記述式は大問の成績のみを利用し、A=40 点、B=30 点、C=20 点、D=10 点、E=0 点とします。 
 
 
 



令和元年 10 月 31 日一部訂正 

  4 / 4   

 
教育学科（３名） 

 
 

教科 科目 配点 備考 

国語 『国語』（記述式問題を含む） 100 点 

マーク式は満点 200
点を 80 点に換算しま
す。記述式は満点を
20 点とします（＊）。 

外国語 『英語』（リスニングを含む） 100 点 
満点 200 点を 100 点
に換算します。 

地理歴史 「日本史Ａ」、「日本史Ｂ」、「世界史Ａ」、「世界史Ｂ」、「地理
Ａ」、「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、『倫
理、政治・経済』から１科目を選択 

100 点  
公民 

数学 
「数学Ⅰ」、『数学Ⅰ・数学Ａ』、「数学Ⅱ」、『数学Ⅱ・数学Ｂ』
から１科目を選択（「数学Ⅰ」は記述式問題を含む） 

100 点 
 

理科 
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」から１科目を選択、もしく
は「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」から
２科目を選択 

100 点 

 

＊ 記述式は大問の成績のみを利用し、A=20 点、B=15 点、C=10 点、D=5 点、E=0 点とします。 
 
＜理学部＞   

４教科６科目型 
化学科（５名） 

  

教科 科目 配点 備考 

国語 『国語』（記述式問題を含む） 200 点 

マーク式は満点 200
点を180点に換算しま
す。記述式は満点を
20 点とします（＊）。 

外国語 
『英語』、『ドイツ語』、『フランス語』、『中国語』、『韓国
語』から１科目を選択（『英語』はリスニングを含む） 

200 点 
 

数学 
『数学Ⅰ・数学Ａ』（「数学Ⅰ」は記述式問題を含む） 100 点  

『数学Ⅱ・数学Ｂ』 100 点 

理科 
「物理」 100 点  

「化学」 100 点 
＊ 記述式は大問の成績のみを利用し、A=20 点、B=15 点、C=10 点、D=5 点、E=0 点とします。 
 
物理学科、数学科、生命科学科  利用なし   

  

＜国際社会科学部＞ 
４科目型 
国際社会科学科（５名） 

 
 

教科 科目 配点 備考 

国語 『国語』（記述式問題を含む） 100 点 

マーク式は満点 200
点を 80 点に換算しま
す。記述式は満点を
20 点とします（＊）。 

外国語 『英語』（リスニングを含む） 150 点 
満点 200 点を 150 点
に換算します。 

数学 『数学Ⅰ・数学Ａ』（「数学Ⅰ」は記述式問題を含む） 100 点  
地理歴史 

「日本史Ｂ」、「世界史Ｂ」、「政治・経済」、『数学Ⅱ・数学Ｂ』
から１科目を選択 

100 点 

 

公民 

数学 

＊ 記述式は大問の成績のみを利用し、A=20 点、B=15 点、C=10 点、D=5 点、E=0 点とします。 
 

以上 
 

【本件についての問い合わせ先】 
学習院大学アドミッションセンター 

電話：03-5992-9226・1083 
メール: adms-enq@gakushuin.ac.jp 


