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都道
府県 学　校 学　部 学　科 【試験形態】入試名 活用方法 基準スコア
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大学

私立
大学

私立
大学

私立
大学

滋賀 長浜バイオ大学 バイオサイエンス学部 フロンティアバイオサイエンス学科、
アニマルバイオサイエンス学科、
メディカルバイオサイエンス学科

【総合型】
専門学科・総合学科枠 加点［書類審査］ L&R 290

【総合型】多面評価型A 加点［書類審査］ L&R 290

びわこ成蹊スポーツ
大学

スポーツ学部 スポーツ学科 【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1355

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】B（Ⅰ型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625

【一般】B（Ⅰ型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】B（Ⅰ型） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1355

【一般】B（Ⅰ型） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】B（Ⅱ型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625

【一般】B（Ⅱ型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】B（Ⅱ型） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1355

【一般】B（Ⅱ型） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】B（Ⅲ型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625

【一般】B（Ⅲ型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】B（Ⅲ型） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1355

【一般】B（Ⅲ型） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【総合型】A日程
（Ⅱ期〈自己推薦型〉） 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】B日程（Ⅰ期〈小論文型〉）出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】B日程（Ⅱ期〈学科型〉）出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】B日程（Ⅱ期〈学科型〉）得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625

【総合型】B日程（Ⅱ期〈学科型〉）得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【総合型】B日程（Ⅱ期〈学科型〉）得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1355

【総合型】B日程（Ⅱ期〈学科型〉）得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【総合型】C日程 出願資格 ※1

京都 京都外国語大学 外国語学部 イタリア語学科 【総合型】英語外部検定型 出願資格、得点換算
［語学検定試験の結果/47点］

L&R 355、
L&R+S&W：835※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/48点］

L&R 368、
L&R+S&W：856※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/49点］

L&R 381、
L&R+S&W：877※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/50点］

L&R 394、
L&R+S&W：898※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/51点］

L&R 407、
L&R+S&W：919※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/52点］

L&R 420、
L&R+S&W：940※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/53点］

L&R 433、
L&R+S&W：961※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/54点］

L&R 446、
L&R+S&W：982※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/55点］

L&R 459、
L&R+S&W：1003※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/56点］

L&R 472、
L&R+S&W：1024※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/57点］

L&R 485、
L&R+S&W：1045※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/58点］

L&R 498、
L&R+S&W：1066※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/59点］

L&R 511、
L&R+S&W：1087※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/60点］

L&R 524、
L&R+S&W：1108※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/61点］

L&R 537、
L&R+S&W：1129※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/62点］

L&R 550、
L&R+S&W：1150※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/63点］

L&R 558、
L&R+S&W：1164※3

〔Ⅱ-5〕 私立大学 ＜近畿＞
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京都 京都外国語大学 外国語学部 イタリア語学科 【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/64点］

L&R 566、
L&R+S&W：1178※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/65点］

L&R 574、
L&R+S&W：1192※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/66点］

L&R 582、
L&R+S&W：1206※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/67点］

L&R 590、
L&R+S&W：1220※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/68点］

L&R 598、
L&R+S&W：1234※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/69点］

L&R 606、
L&R+S&W：1248※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/70点］

L&R 614、
L&R+S&W：1262※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/71点］

L&R 622、
L&R+S&W：1276※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/72点］

L&R 630、
L&R+S&W：1290※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/73点］

L&R 638、
L&R+S&W：1304※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/74点］

L&R 646、
L&R+S&W：1318※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/75点］

L&R 654、
L&R+S&W：1332※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/76点］

L&R 662、
L&R+S&W：1346※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/77点］

L&R 670、
L&R+S&W：1360※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/78点］

L&R 678、
L&R+S&W：1374※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/79点］

L&R 686、
L&R+S&W：1388※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/80点］

L&R 694、
L&R+S&W：1402※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/81点］

L&R 702、
L&R+S&W：1416※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/82点］

L&R 710、
L&R+S&W：1430※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/83点］

L&R 718、
L&R+S&W：1444※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/84点］

L&R 726、
L&R+S&W：1458※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/85点］

L&R 734、
L&R+S&W：1472※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/86点］

L&R 742、
L&R+S&W：1486※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/87点］

L&R 750、
L&R+S&W：1500※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/88点］

L&R 758、
L&R+S&W：1515※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/89点］

L&R 767、
L&R+S&W：1530※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/90点］

L&R 776、
L&R+S&W：1545※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/91点］

L&R 785、
L&R+S&W：1560※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/92点］

L&R 802、
L&R+S&W：1591※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/93点］

L&R 819、
L&R+S&W：1622※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/94点］

L&R 837、
L&R+S&W：1653※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/95点］

L&R 855、
L&R+S&W：1685※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/96点］

L&R 873、
L&R+S&W：1717※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/97点］

L&R 891、
L&R+S&W：1749※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/98点］

L&R 909、
L&R+S&W：1781※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/99点］

L&R 927、
L&R+S&W：1813※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/100点］

L&R 945、
L&R+S&W：1845※3

【総合型】授業体験型A日程 出願資格 L&R+S&W：940※3

スペイン語学科 【総合型】英語外部検定型 出願資格、得点換算
［語学検定試験の結果/56点］

L&R 472、
L&R+S&W：1024※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/57点］

L&R 485、
L&R+S&W：1045※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/58点］

L&R 498、
L&R+S&W：1066※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/59点］

L&R 511、
L&R+S&W：1087※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/60点］

L&R 524、
L&R+S&W：1108※3
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京都 京都外国語大学 外国語学部 スペイン語学科 【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/61点］

L&R 537、
L&R+S&W：1129※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/62点］

L&R 550、
L&R+S&W：1150※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/63点］

L&R 558、
L&R+S&W：1164※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/64点］

L&R 566、
L&R+S&W：1178※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/65点］

L&R 574、
L&R+S&W：1192※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/66点］

L&R 582、
L&R+S&W：1206※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/67点］

L&R 590、
L&R+S&W：1220※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/68点］

L&R 598、
L&R+S&W：1234※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/69点］

L&R 606、
L&R+S&W：1248※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/70点］

L&R 614、
L&R+S&W：1262※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/71点］

L&R 622、
L&R+S&W：1276※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/72点］

L&R 630、
L&R+S&W：1290※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/73点］

L&R 638、
L&R+S&W：1304※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/74点］

L&R 646、
L&R+S&W：1318※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/75点］

L&R 654、
L&R+S&W：1332※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/76点］

L&R 662、
L&R+S&W：1346※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/77点］

L&R 670、
L&R+S&W：1360※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/78点］

L&R 678、
L&R+S&W：1374※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/79点］

L&R 686、
L&R+S&W：1388※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/80点］

L&R 694、
L&R+S&W：1402※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/81点］

L&R 702、
L&R+S&W：1416※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/82点］

L&R 710、
L&R+S&W：1430※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/83点］

L&R 718、
L&R+S&W：1444※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/84点］

L&R 726、
L&R+S&W：1458※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/85点］

L&R 734、
L&R+S&W：1472※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/86点］

L&R 742、
L&R+S&W：1486※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/87点］

L&R 750、
L&R+S&W：1500※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/88点］

L&R 758、
L&R+S&W：1515※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/89点］

L&R 767、
L&R+S&W：1530※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/90点］

L&R 776、
L&R+S&W：1545※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/91点］

L&R 785、
L&R+S&W：1560※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/92点］

L&R 802、
L&R+S&W：1591※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/93点］

L&R 819、
L&R+S&W：1622※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/94点］

L&R 837、
L&R+S&W：1653※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/95点］

L&R 855、
L&R+S&W：1685※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/96点］

L&R 873、
L&R+S&W：1717※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/97点］

L&R 891、
L&R+S&W：1749※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/98点］

L&R 909、
L&R+S&W：1781※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/99点］

L&R 927、
L&R+S&W：1813※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/100点］

L&R 945、
L&R+S&W：1845※3

【総合型】授業体験型A日程 出願資格 L&R+S&W：940※3

ドイツ語学科 【総合型】英語外部検定型 出願資格、得点換算
［語学検定試験の結果/47点］

L&R 355、
L&R+S&W：835※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/48点］

L&R 368、
L&R+S&W：856※3
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都道
府県 学　校 学　部 学　科 【試験形態】入試名 活用方法 基準スコア

京都 京都外国語大学 外国語学部 ドイツ語学科 【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/49点］

L&R 381、
L&R+S&W：877※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/50点］

L&R 394、
L&R+S&W：898※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/51点］

L&R 407、
L&R+S&W：919※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/52点］

L&R 420、
L&R+S&W：940※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/53点］

L&R 433、
L&R+S&W：961※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/54点］

L&R 446、
L&R+S&W：982※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/55点］

L&R 459、
L&R+S&W：1003※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/56点］

L&R 472、
L&R+S&W：1024※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/57点］

L&R 485、
L&R+S&W：1045※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/58点］

L&R 498、
L&R+S&W：1066※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/59点］

L&R 511、
L&R+S&W：1087※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/60点］

L&R 524、
L&R+S&W：1108※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/61点］

L&R 537、
L&R+S&W：1129※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/62点］

L&R 550、
L&R+S&W：1150※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/63点］

L&R 558、
L&R+S&W：1164※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/64点］

L&R 566、
L&R+S&W：1178※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/65点］

L&R 574、
L&R+S&W：1192※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/66点］

L&R 582、
L&R+S&W：1206※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/67点］

L&R 590、
L&R+S&W：1220※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/68点］

L&R 598、
L&R+S&W：1234※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/69点］

L&R 606、
L&R+S&W：1248※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/70点］

L&R 614、
L&R+S&W：1262※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/71点］

L&R 622、
L&R+S&W：1276※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/72点］

L&R 630、
L&R+S&W：1290※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/73点］

L&R 638、
L&R+S&W：1304※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/74点］

L&R 646、
L&R+S&W：1318※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/75点］

L&R 654、
L&R+S&W：1332※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/76点］

L&R 662、
L&R+S&W：1346※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/77点］

L&R 670、
L&R+S&W：1360※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/78点］

L&R 678、
L&R+S&W：1374※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/79点］

L&R 686、
L&R+S&W：1388※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/80点］

L&R 694、
L&R+S&W：1402※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/81点］

L&R 702、
L&R+S&W：1416※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/82点］

L&R 710、
L&R+S&W：1430※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/83点］

L&R 718、
L&R+S&W：1444※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/84点］

L&R 726、
L&R+S&W：1458※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/85点］

L&R 734、
L&R+S&W：1472※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/86点］

L&R 742、
L&R+S&W：1486※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/87点］

L&R 750、
L&R+S&W：1500※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/88点］

L&R 758、
L&R+S&W：1515※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/89点］

L&R 767、
L&R+S&W：1530※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/90点］

L&R 776、
L&R+S&W：1545※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/91点］

L&R 785、
L&R+S&W：1560※3
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都道
府県 学　校 学　部 学　科 【試験形態】入試名 活用方法 基準スコア

京都 京都外国語大学 外国語学部 ドイツ語学科 【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/92点］

L&R 802、
L&R+S&W：1591※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/93点］

L&R 819、
L&R+S&W：1622※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/94点］

L&R 837、
L&R+S&W：1653※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/95点］

L&R 855、
L&R+S&W：1685※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/96点］

L&R 873、
L&R+S&W：1717※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/97点］

L&R 891、
L&R+S&W：1749※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/98点］

L&R 909、
L&R+S&W：1781※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/99点］

L&R 927、
L&R+S&W：1813※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/100点］

L&R 945、
L&R+S&W：1845※3

【総合型】授業体験型A日程 出願資格 L&R+S&W：940※3

ブラジルポルトガル語学科 【総合型】英語外部検定型 出願資格、得点換算
［語学検定試験の結果/47点］

L&R 355、
L&R+S&W：835※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/48点］

L&R 368、
L&R+S&W：856※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/49点］

L&R 381、
L&R+S&W：877※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/50点］

L&R 394、
L&R+S&W：898※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/51点］

L&R 407、
L&R+S&W：919※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/52点］

L&R 420、
L&R+S&W：940※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/53点］

L&R 433、
L&R+S&W：961※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/54点］

L&R 446、
L&R+S&W：982※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/55点］

L&R 459、
L&R+S&W：1003※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/56点］

L&R 472、
L&R+S&W：1024※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/57点］

L&R 485、
L&R+S&W：1045※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/58点］

L&R 498、
L&R+S&W：1066※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/59点］

L&R 511、
L&R+S&W：1087※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/60点］

L&R 524、
L&R+S&W：1108※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/61点］

L&R 537、
L&R+S&W：1129※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/62点］

L&R 550、
L&R+S&W：1150※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/63点］

L&R 558、
L&R+S&W：1164※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/64点］

L&R 566、
L&R+S&W：1178※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/65点］

L&R 574、
L&R+S&W：1192※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/66点］

L&R 582、
L&R+S&W：1206※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/67点］

L&R 590、
L&R+S&W：1220※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/68点］

L&R 598、
L&R+S&W：1234※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/69点］

L&R 606、
L&R+S&W：1248※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/70点］

L&R 614、
L&R+S&W：1262※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/71点］

L&R 622、
L&R+S&W：1276※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/72点］

L&R 630、
L&R+S&W：1290※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/73点］

L&R 638、
L&R+S&W：1304※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/74点］

L&R 646、
L&R+S&W：1318※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/75点］

L&R 654、
L&R+S&W：1332※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/76点］

L&R 662、
L&R+S&W：1346※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/77点］

L&R 670、
L&R+S&W：1360※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/78点］

L&R 678、
L&R+S&W：1374※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/79点］

L&R 686、
L&R+S&W：1388※3
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都道
府県 学　校 学　部 学　科 【試験形態】入試名 活用方法 基準スコア

京都 京都外国語大学 外国語学部 ブラジルポルトガル語学科 【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/80点］

L&R 694、
L&R+S&W：1402※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/81点］

L&R 702、
L&R+S&W：1416※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/82点］

L&R 710、
L&R+S&W：1430※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/83点］

L&R 718、
L&R+S&W：1444※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/84点］

L&R 726、
L&R+S&W：1458※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/85点］

L&R 734、
L&R+S&W：1472※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/86点］

L&R 742、
L&R+S&W：1486※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/87点］

L&R 750、
L&R+S&W：1500※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/88点］

L&R 758、
L&R+S&W：1515※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/89点］

L&R 767、
L&R+S&W：1530※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/90点］

L&R 776、
L&R+S&W：1545※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/91点］

L&R 785、
L&R+S&W：1560※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/92点］

L&R 802、
L&R+S&W：1591※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/93点］

L&R 819、
L&R+S&W：1622※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/94点］

L&R 837、
L&R+S&W：1653※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/95点］

L&R 855、
L&R+S&W：1685※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/96点］

L&R 873、
L&R+S&W：1717※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/97点］

L&R 891、
L&R+S&W：1749※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/98点］

L&R 909、
L&R+S&W：1781※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/99点］

L&R 927、
L&R+S&W：1813※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/100点］

L&R 945、
L&R+S&W：1845※3

【総合型】授業体験型A日程 出願資格 L&R+S&W：940※3

フランス語学科 【総合型】英語外部検定型 出願資格、得点換算
［語学検定試験の結果/56点］

L&R 472、
L&R+S&W：1024※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/57点］

L&R 485、
L&R+S&W：1045※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/58点］

L&R 498、
L&R+S&W：1066※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/59点］

L&R 511、
L&R+S&W：1087※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/60点］

L&R 524、
L&R+S&W：1108※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/61点］

L&R 537、
L&R+S&W：1129※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/62点］

L&R 550、
L&R+S&W：1150※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/63点］

L&R 558、
L&R+S&W：1164※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/64点］

L&R 566、
L&R+S&W：1178※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/65点］

L&R 574、
L&R+S&W：1192※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/66点］

L&R 582、
L&R+S&W：1206※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/67点］

L&R 590、
L&R+S&W：1220※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/68点］

L&R 598、
L&R+S&W：1234※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/69点］

L&R 606、
L&R+S&W：1248※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/70点］

L&R 614、
L&R+S&W：1262※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/71点］

L&R 622、
L&R+S&W：1276※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/72点］

L&R 630、
L&R+S&W：1290※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/73点］

L&R 638、
L&R+S&W：1304※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/74点］

L&R 646、
L&R+S&W：1318※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/75点］

L&R 654、
L&R+S&W：1332※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/76点］

L&R 662、
L&R+S&W：1346※3
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都道
府県 学　校 学　部 学　科 【試験形態】入試名 活用方法 基準スコア

京都 京都外国語大学 外国語学部 フランス語学科 【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/77点］

L&R 670、
L&R+S&W：1360※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/78点］

L&R 678、
L&R+S&W：1374※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/79点］

L&R 686、
L&R+S&W：1388※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/80点］

L&R 694、
L&R+S&W：1402※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/81点］

L&R 702、
L&R+S&W：1416※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/82点］

L&R 710、
L&R+S&W：1430※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/83点］

L&R 718、
L&R+S&W：1444※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/84点］

L&R 726、
L&R+S&W：1458※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/85点］

L&R 734、
L&R+S&W：1472※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/86点］

L&R 742、
L&R+S&W：1486※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/87点］

L&R 750、
L&R+S&W：1500※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/88点］

L&R 758、
L&R+S&W：1515※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/89点］

L&R 767、
L&R+S&W：1530※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/90点］

L&R 776、
L&R+S&W：1545※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/91点］

L&R 785、
L&R+S&W：1560※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/92点］

L&R 802、
L&R+S&W：1591※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/93点］

L&R 819、
L&R+S&W：1622※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/94点］

L&R 837、
L&R+S&W：1653※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/95点］

L&R 855、
L&R+S&W：1685※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/96点］

L&R 873、
L&R+S&W：1717※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/97点］

L&R 891、
L&R+S&W：1749※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/98点］

L&R 909、
L&R+S&W：1781※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/99点］

L&R 927、
L&R+S&W：1813※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/100点］

L&R 945、
L&R+S&W：1845※3

【総合型】授業体験型A日程 出願資格 L&R+S&W：940※3

ロシア語学科 【総合型】英語外部検定型 出願資格、得点換算
［語学検定試験の結果/47点］

L&R 355、
L&R+S&W：835※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/48点］

L&R 368、
L&R+S&W：856※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/49点］

L&R 381、
L&R+S&W：877※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/50点］

L&R 394、
L&R+S&W：898※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/51点］

L&R 407、
L&R+S&W：919※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/52点］

L&R 420、
L&R+S&W：940※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/53点］

L&R 433、
L&R+S&W：961※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/54点］

L&R 446、
L&R+S&W：982※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/55点］

L&R 459、
L&R+S&W：1003※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/56点］

L&R 472、
L&R+S&W：1024※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/57点］

L&R 485、
L&R+S&W：1045※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/58点］

L&R 498、
L&R+S&W：1066※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/59点］

L&R 511、
L&R+S&W：1087※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/60点］

L&R 524、
L&R+S&W：1108※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/61点］

L&R 537、
L&R+S&W：1129※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/62点］

L&R 550、
L&R+S&W：1150※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/63点］

L&R 558、
L&R+S&W：1164※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/64点］

L&R 566、
L&R+S&W：1178※3
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都道
府県 学　校 学　部 学　科 【試験形態】入試名 活用方法 基準スコア

京都 京都外国語大学 外国語学部 ロシア語学科 【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/65点］

L&R 574、
L&R+S&W：1192※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/66点］

L&R 582、
L&R+S&W：1206※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/67点］

L&R 590、
L&R+S&W：1220※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/68点］

L&R 598、
L&R+S&W：1234※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/69点］

L&R 606、
L&R+S&W：1248※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/70点］

L&R 614、
L&R+S&W：1262※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/71点］

L&R 622、
L&R+S&W：1276※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/72点］

L&R 630、
L&R+S&W：1290※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/73点］

L&R 638、
L&R+S&W：1304※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/74点］

L&R 646、
L&R+S&W：1318※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/75点］

L&R 654、
L&R+S&W：1332※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/76点］

L&R 662、
L&R+S&W：1346※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/77点］

L&R 670、
L&R+S&W：1360※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/78点］

L&R 678、
L&R+S&W：1374※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/79点］

L&R 686、
L&R+S&W：1388※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/80点］

L&R 694、
L&R+S&W：1402※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/81点］

L&R 702、
L&R+S&W：1416※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/82点］

L&R 710、
L&R+S&W：1430※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/83点］

L&R 718、
L&R+S&W：1444※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/84点］

L&R 726、
L&R+S&W：1458※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/85点］

L&R 734、
L&R+S&W：1472※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/86点］

L&R 742、
L&R+S&W：1486※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/87点］

L&R 750、
L&R+S&W：1500※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/88点］

L&R 758、
L&R+S&W：1515※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/89点］

L&R 767、
L&R+S&W：1530※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/90点］

L&R 776、
L&R+S&W：1545※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/91点］

L&R 785、
L&R+S&W：1560※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/92点］

L&R 802、
L&R+S&W：1591※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/93点］

L&R 819、
L&R+S&W：1622※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/94点］

L&R 837、
L&R+S&W：1653※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/95点］

L&R 855、
L&R+S&W：1685※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/96点］

L&R 873、
L&R+S&W：1717※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/97点］

L&R 891、
L&R+S&W：1749※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/98点］

L&R 909、
L&R+S&W：1781※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/99点］

L&R 927、
L&R+S&W：1813※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/100点］

L&R 945、
L&R+S&W：1845※3

【総合型】授業体験型A日程 出願資格 L&R+S&W：940※3

英米語学科 【総合型】英語外部検定型 出願資格、得点換算
［語学検定試験の結果/65点］

L&R 574、
L&R+S&W：1192※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/66点］

L&R 582、
L&R+S&W：1206※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/67点］

L&R 590、
L&R+S&W：1220※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/68点］

L&R 598、
L&R+S&W：1234※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/69点］

L&R 606、
L&R+S&W：1248※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/70点］

L&R 614、
L&R+S&W：1262※3
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府県 学　校 学　部 学　科 【試験形態】入試名 活用方法 基準スコア

京都 京都外国語大学 外国語学部 英米語学科 【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/71点］

L&R 622、
L&R+S&W：1276※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/72点］

L&R 630、
L&R+S&W：1290※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/73点］

L&R 638、
L&R+S&W：1304※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/74点］

L&R 646、
L&R+S&W：1318※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/75点］

L&R 654、
L&R+S&W：1332※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/76点］

L&R 662、
L&R+S&W：1346※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/77点］

L&R 670、
L&R+S&W：1360※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/78点］

L&R 678、
L&R+S&W：1374※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/79点］

L&R 686、
L&R+S&W：1388※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/80点］

L&R 694、
L&R+S&W：1402※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/81点］

L&R 702、
L&R+S&W：1416※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/82点］

L&R 710、
L&R+S&W：1430※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/83点］

L&R 718、
L&R+S&W：1444※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/84点］

L&R 726、
L&R+S&W：1458※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/85点］

L&R 734、
L&R+S&W：1472※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/86点］

L&R 742、
L&R+S&W：1486※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/87点］

L&R 750、
L&R+S&W：1500※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/88点］

L&R 758、
L&R+S&W：1515※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/89点］

L&R 767、
L&R+S&W：1530※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/90点］

L&R 776、
L&R+S&W：1545※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/91点］

L&R 785、
L&R+S&W：1560※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/92点］

L&R 802、
L&R+S&W：1591※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/93点］

L&R 819、
L&R+S&W：1622※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/94点］

L&R 837、
L&R+S&W：1653※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/95点］

L&R 855、
L&R+S&W：1685※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/96点］

L&R 873、
L&R+S&W：1717※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/97点］

L&R 891、
L&R+S&W：1749※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/98点］

L&R 909、
L&R+S&W：1781※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/99点］

L&R 927、
L&R+S&W：1813※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/100点］

L&R 945、
L&R+S&W：1845※3

英米語学科、スペイン語学科、フランス
語学科、ドイツ語学科、ブラジルポルト
ガル語学科、中国語学科、日本語学
科、イタリア語学科、ロシア語学科

【総合型】自己推薦型 出願資格 L&R+S&W：625※3

中国語学科 【総合型】英語外部検定型 出願資格、得点換算
［語学検定試験の結果/56点］

L&R 472、
L&R+S&W：1024※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/57点］

L&R 485、
L&R+S&W：1045※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/58点］

L&R 498、
L&R+S&W：1066※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/59点］

L&R 511、
L&R+S&W：1087※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/60点］

L&R 524、
L&R+S&W：1108※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/61点］

L&R 537、
L&R+S&W：1129※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/62点］

L&R 550、
L&R+S&W：1150※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/63点］

L&R 558、
L&R+S&W：1164※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/64点］

L&R 566、
L&R+S&W：1178※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/65点］

L&R 574、
L&R+S&W：1192※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/66点］

L&R 582、
L&R+S&W：1206※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/67点］

L&R 590、
L&R+S&W：1220※3
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府県 学　校 学　部 学　科 【試験形態】入試名 活用方法 基準スコア

京都 京都外国語大学 外国語学部 中国語学科 【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/68点］

L&R 598、
L&R+S&W：1234※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/69点］

L&R 606、
L&R+S&W：1248※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/70点］

L&R 614、
L&R+S&W：1262※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/71点］

L&R 622、
L&R+S&W：1276※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/72点］

L&R 630、
L&R+S&W：1290※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/73点］

L&R 638、
L&R+S&W：1304※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/74点］

L&R 646、
L&R+S&W：1318※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/75点］

L&R 654、
L&R+S&W：1332※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/76点］

L&R 662、
L&R+S&W：1346※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/77点］

L&R 670、
L&R+S&W：1360※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/78点］

L&R 678、
L&R+S&W：1374※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/79点］

L&R 686、
L&R+S&W：1388※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/80点］

L&R 694、
L&R+S&W：1402※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/81点］

L&R 702、
L&R+S&W：1416※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/82点］

L&R 710、
L&R+S&W：1430※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/83点］

L&R 718、
L&R+S&W：1444※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/84点］

L&R 726、
L&R+S&W：1458※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/85点］

L&R 734、
L&R+S&W：1472※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/86点］

L&R 742、
L&R+S&W：1486※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/87点］

L&R 750、
L&R+S&W：1500※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/88点］

L&R 758、
L&R+S&W：1515※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/89点］

L&R 767、
L&R+S&W：1530※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/90点］

L&R 776、
L&R+S&W：1545※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/91点］

L&R 785、
L&R+S&W：1560※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/92点］

L&R 802、
L&R+S&W：1591※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/93点］

L&R 819、
L&R+S&W：1622※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/94点］

L&R 837、
L&R+S&W：1653※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/95点］

L&R 855、
L&R+S&W：1685※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/96点］

L&R 873、
L&R+S&W：1717※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/97点］

L&R 891、
L&R+S&W：1749※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/98点］

L&R 909、
L&R+S&W：1781※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/99点］

L&R 927、
L&R+S&W：1813※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/100点］

L&R 945、
L&R+S&W：1845※3

【総合型】授業体験型A日程 出願資格 L&R+S&W：940※3

日本語学科 【総合型】英語外部検定型 出願資格、得点換算
［語学検定試験の結果/56点］

L&R 472、
L&R+S&W：1024※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/57点］

L&R 485、
L&R+S&W：1045※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/58点］

L&R 498、
L&R+S&W：1066※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/59点］

L&R 511、
L&R+S&W：1087※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/60点］

L&R 524、
L&R+S&W：1108※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/61点］

L&R 537、
L&R+S&W：1129※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/62点］

L&R 550、
L&R+S&W：1150※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/63点］

L&R 558、
L&R+S&W：1164※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/64点］

L&R 566、
L&R+S&W：1178※3
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都道
府県 学　校 学　部 学　科 【試験形態】入試名 活用方法 基準スコア

京都 京都外国語大学 外国語学部 日本語学科 【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/65点］

L&R 574、
L&R+S&W：1192※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/66点］

L&R 582、
L&R+S&W：1206※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/67点］

L&R 590、
L&R+S&W：1220※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/68点］

L&R 598、
L&R+S&W：1234※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/69点］

L&R 606、
L&R+S&W：1248※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/70点］

L&R 614、
L&R+S&W：1262※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/71点］

L&R 622、
L&R+S&W：1276※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/72点］

L&R 630、
L&R+S&W：1290※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/73点］

L&R 638、
L&R+S&W：1304※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/74点］

L&R 646、
L&R+S&W：1318※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/75点］

L&R 654、
L&R+S&W：1332※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/76点］

L&R 662、
L&R+S&W：1346※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/77点］

L&R 670、
L&R+S&W：1360※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/78点］

L&R 678、
L&R+S&W：1374※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/79点］

L&R 686、
L&R+S&W：1388※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/80点］

L&R 694、
L&R+S&W：1402※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/81点］

L&R 702、
L&R+S&W：1416※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/82点］

L&R 710、
L&R+S&W：1430※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/83点］

L&R 718、
L&R+S&W：1444※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/84点］

L&R 726、
L&R+S&W：1458※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/85点］

L&R 734、
L&R+S&W：1472※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/86点］

L&R 742、
L&R+S&W：1486※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/87点］

L&R 750、
L&R+S&W：1500※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/88点］

L&R 758、
L&R+S&W：1515※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/89点］

L&R 767、
L&R+S&W：1530※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/90点］

L&R 776、
L&R+S&W：1545※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/91点］

L&R 785、
L&R+S&W：1560※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/92点］

L&R 802、
L&R+S&W：1591※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/93点］

L&R 819、
L&R+S&W：1622※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/94点］

L&R 837、
L&R+S&W：1653※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/95点］

L&R 855、
L&R+S&W：1685※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/96点］

L&R 873、
L&R+S&W：1717※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/97点］

L&R 891、
L&R+S&W：1749※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/98点］

L&R 909、
L&R+S&W：1781※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/99点］

L&R 927、
L&R+S&W：1813※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/100点］

L&R 945、
L&R+S&W：1845※3

【総合型】授業体験型A日程 出願資格 L&R+S&W：940※3

国際貢献学部 グローバルスタディーズ学科 【総合型】英語外部検定型 出願資格、得点換算
［語学検定試験の結果/82点］

L&R 710、
L&R+S&W：1430※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/83点］

L&R 718、
L&R+S&W：1444※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/84点］

L&R 726、
L&R+S&W：1458※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/85点］

L&R 734、
L&R+S&W：1472※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/86点］

L&R 742、
L&R+S&W：1486※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/87点］

L&R 750、
L&R+S&W：1500※3
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府県 学　校 学　部 学　科 【試験形態】入試名 活用方法 基準スコア

京都 京都外国語大学 国際貢献学部 グローバルスタディーズ学科 【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/88点］

L&R 758、
L&R+S&W：1515※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/89点］

L&R 767、
L&R+S&W：1530※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/90点］

L&R 776、
L&R+S&W：1545※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/91点］

L&R 785、
L&R+S&W：1560※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/92点］

L&R 802、
L&R+S&W：1591※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/93点］

L&R 819、
L&R+S&W：1622※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/94点］

L&R 837、
L&R+S&W：1653※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/95点］

L&R 855、
L&R+S&W：1685※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/96点］

L&R 873、
L&R+S&W：1717※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/97点］

L&R 891、
L&R+S&W：1749※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/98点］

L&R 909、
L&R+S&W：1781※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/99点］

L&R 927、
L&R+S&W：1813※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/100点］

L&R 945、
L&R+S&W：1845※3

【総合型】自己推薦型 出願資格 L&R+S&W：625※3

【総合型】授業体験型A日程・
B日程・C日程 出願資格 L&R+S&W：1430※3

グローバル観光学科 【総合型】英語外部検定型 出願資格、得点換算
［語学検定試験の結果/65点］

L&R 574、
L&R+S&W：1192※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/66点］

L&R 582、
L&R+S&W：1206※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/67点］

L&R 590、
L&R+S&W：1220※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/68点］

L&R 598、
L&R+S&W：1234※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/69点］

L&R 606、
L&R+S&W：1248※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/70点］

L&R 614、
L&R+S&W：1262※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/71点］

L&R 622、
L&R+S&W：1276※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/72点］

L&R 630、
L&R+S&W：1290※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/73点］

L&R 638、
L&R+S&W：1304※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/74点］

L&R 646、
L&R+S&W：1318※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/75点］

L&R 654、
L&R+S&W：1332※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/76点］

L&R 662、
L&R+S&W：1346※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/77点］

L&R 670、
L&R+S&W：1360※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/78点］

L&R 678、
L&R+S&W：1374※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/79点］

L&R 686、
L&R+S&W：1388※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/80点］

L&R 694、
L&R+S&W：1402※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/81点］

L&R 702、
L&R+S&W：1416※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/82点］

L&R 710、
L&R+S&W：1430※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/83点］

L&R 718、
L&R+S&W：1444※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/84点］

L&R 726、
L&R+S&W：1458※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/85点］

L&R 734、
L&R+S&W：1472※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/86点］

L&R 742、
L&R+S&W：1486※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/87点］

L&R 750、
L&R+S&W：1500※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/88点］

L&R 758、
L&R+S&W：1515※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/89点］

L&R 767、
L&R+S&W：1530※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/90点］

L&R 776、
L&R+S&W：1545※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/91点］

L&R 785、
L&R+S&W：1560※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/92点］

L&R 802、
L&R+S&W：1591※3
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府県 学　校 学　部 学　科 【試験形態】入試名 活用方法 基準スコア

京都 京都外国語大学 国際貢献学部 グローバル観光学科 【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/93点］

L&R 819、
L&R+S&W：1622※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/94点］

L&R 837、
L&R+S&W：1653※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/95点］

L&R 855、
L&R+S&W：1685※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/96点］

L&R 873、
L&R+S&W：1717※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/97点］

L&R 891、
L&R+S&W：1749※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/98点］

L&R 909、
L&R+S&W：1781※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/99点］

L&R 927、
L&R+S&W：1813※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/100点］

L&R 945、
L&R+S&W：1845※3

【総合型】自己推薦型 出願資格 L&R+S&W：625※3

【総合型】授業体験型A日程 出願資格 L&R+S&W：1192※3

京都華頂大学 現代家政学部 現代家政学科 【総合型】特色タイプ
（課外活動・取得資格） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 385

食物栄養学科 【総合型】特色タイプ
（課外活動・取得資格） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 385

京都産業大学 外国語学部 英語学科、ヨーロッパ言語学科、
アジア言語学科

【一般】共テ利用前
（2科目型）、後 得点換算［＜共テ＞英語/満点］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ利用前（3科目型）得点換算［＜共テ＞英語/満点］L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】専門学科等対象 出願資格 L&R 380、
L&R+S&W：625※3

【学校推薦型】総合評価型 加点［評価点］ L&R+S&W：625※3

【総合型】AO 出願資格 L&R 500

経営学部 マネジメント学科 【一般】共テ利用前
（3科目型）、後 得点換算［＜共テ＞英語/満点］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ利用前（4科目型）得点換算［＜共テ＞英語/満点］L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】専門学科等対象 出願資格 L&R 380、
L&R+S&W：625※3

【学校推薦型】総合評価型 加点［評価点］ L&R+S&W：625※3

経済学部 経済学科 【一般】共テ利用前
（3科目型）、後 得点換算［＜共テ＞英語/満点］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ利用前（4科目型）得点換算［＜共テ＞英語/満点］L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】専門学科等対象 出願資格 L&R 380、
L&R+S&W：625※3

【学校推薦型】総合評価型 加点［評価点］ L&R+S&W：625※3

現代社会学部 現代社会学科、健康スポーツ
社会学科

【一般】共テ利用前
（3科目型）、後 得点換算［＜共テ＞英語/満点］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ利用前（4科目型）得点換算［＜共テ＞英語/満点］L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】専門学科等対象 出願資格 L&R 380、
L&R+S&W：625※3

【学校推薦型】総合評価型 加点［評価点］ L&R+S&W：625※3

国際関係学部 国際関係学科 【一般】共テ利用前
（3科目型）、後 得点換算［＜共テ＞英語/満点］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ利用前（4科目型）得点換算［＜共テ＞英語/満点］L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】専門学科等対象 出願資格 L&R 380、
L&R+S&W：625※3

【学校推薦型】総合評価型 加点［評価点］ L&R+S&W：625※3

【総合型】AO 判定優遇・合否参考 ※1

情報理工学部 情報理工学科 【一般】共テ利用前
（4科目型）、後 得点換算［＜共テ＞英語/満点］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ利用前（5科目型）得点換算［＜共テ＞英語/満点］L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】総合評価型 加点［評価点］ L&R+S&W：625※3

生命科学部 産業生命科学科 【学校推薦型】総合評価型 加点［評価点］ L&R+S&W：625※3

先端生命科学科 【学校推薦型】総合評価型 加点［評価点］ L&R+S&W：625※3

先端生命科学科、産業生命科
学科

【一般】共テ利用前
（4科目型）、後 得点換算［＜共テ＞英語/満点］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ利用前（5科目型）得点換算［＜共テ＞英語/満点］L&R+S&W：1560※3

文化学部 京都文化学科、国際文化学科【一般】共テ利用前（2科目型）、後 得点換算［＜共テ＞英語/満点］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ利用前（3科目型）得点換算［＜共テ＞英語/満点］L&R+S&W：1560※3
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京都 京都産業大学 文化学部 京都文化学科、国際文化学科【学校推薦型】専門学科等対象 出願資格 L&R 380、
L&R+S&W：625※3

【学校推薦型】総合評価型 加点［評価点］ L&R+S&W：625※3

法学部 法律学科、法政策学科 【一般】共テ利用前
（3科目型）、後 得点換算［＜共テ＞英語/満点］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ利用前（4科目型）得点換算［＜共テ＞英語/満点］L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】専門学科等対象 出願資格 L&R 380、
L&R+S&W：625※3

【学校推薦型】総合評価型 加点［評価点］ L&R+S&W：625※3

理学部 宇宙物理・気象学科 【一般】共テ利用前
（4科目型）、後 得点換算［＜共テ＞英語/満点］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ利用前（5科目型）得点換算［＜共テ＞英語/満点］L&R+S&W：1560※3

数理科学科 【一般】共テ利用前
（4科目型）、後 得点換算［＜共テ＞英語/満点］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ利用前（5科目型）得点換算［＜共テ＞英語/満点］L&R+S&W：1560※3

数理科学科、物理科学科、宇宙
物理・気象学科 【学校推薦型】総合評価型 加点［評価点］ L&R+S&W：625※3

物理科学科 【一般】共テ利用前
（4科目型）、後 得点換算［＜共テ＞英語/満点］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ利用前（5科目型）得点換算［＜共テ＞英語/満点］L&R+S&W：1560※3

京都女子大学 家政学部 食物栄養学科 【総合型】総合型 加点［書類審査］ ※2

生活造形学科 【総合型】総合型 加点［書類審査］ ※2

現代社会学部 現代社会学科 【総合型】総合型 加点［書類審査］ ※2

発達教育学部 教育学科〔音楽教育学専攻〕【総合型】総合型 加点［書類審査］ ※2

教育学科〔教育学専攻〕 【総合型】総合型 加点［書類審査］ ※2

教育学科
〔養護・福祉教育学専攻〕 【総合型】総合型 加点［書類審査］ ※2

児童学科 【総合型】総合型 加点［書類審査］ ※2

心理学科 【総合型】総合型 加点［書類審査］ ※2

文学部 英文学科 【総合型】総合型 加点［書類審査］ ※2

国文学科 【総合型】総合型 加点［書類審査］ ※2

史学科 【総合型】総合型 加点［書類審査］ ※2

法学部 法学科 【総合型】総合型 加点［書類審査］ L&R 500

京都精華大学 デザイン学部 イラスト学科、ビジュアルデザイン
学科、プロダクトデザイン学科、
建築学科

【一般】一般1期（B日程） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般1期（B日程） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】一般1期（B日程） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【一般】一般1期（C日程） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般1期（C日程） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】一般1期（C日程） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【一般】一般2期 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般2期 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】一般2期 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】公募制B日程 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】公募制B日程 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1360※3

【学校推薦型】公募制B日程 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

マンガ学部 マンガ学科、アニメーション学科 【一般】一般1期（B日程） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般1期（B日程） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】一般1期（B日程） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【一般】一般1期（C日程） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般1期（C日程） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】一般1期（C日程） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3
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京都 京都精華大学 マンガ学部 マンガ学科、アニメーション学科 【一般】一般2期 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般2期 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】一般2期 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】公募制B日程 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】公募制B日程 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1360※3

【学校推薦型】公募制B日程 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

メディア表現学部 メディア表現学科 【一般】一般1期（B日程） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般1期（B日程） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】一般1期（B日程） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【一般】一般1期（C日程） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般1期（C日程） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】一般1期（C日程） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【一般】一般2期 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般2期 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】一般2期 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】公募制B日程 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】公募制B日程 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1360※3

【学校推薦型】公募制B日程 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

芸術学部 造形学科 【一般】一般1期（B日程） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般1期（B日程） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】一般1期（B日程） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【一般】一般1期（C日程） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般1期（C日程） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】一般1期（C日程） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【一般】一般2期 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般2期 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】一般2期 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】公募制B日程 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】公募制B日程 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1360※3

【学校推薦型】公募制B日程 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

国際文化学部 人文学科、グローバルスタディー
ズ学科

【一般】一般1期（B日程） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般1期（B日程） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】一般1期（B日程） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【一般】一般1期（C日程） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般1期（C日程） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】一般1期（C日程） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【一般】一般2期 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般2期 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】一般2期 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】公募制B日程 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】公募制B日程 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1360※3

【学校推薦型】公募制B日程 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

人間環境デザインプログ
ラム － 【一般】一般1期（B日程） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3
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京都 京都精華大学 人間環境デザインプログ
ラム

－ 【一般】一般1期（B日程） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】一般1期（B日程） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【一般】一般1期（C日程） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般1期（C日程） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】一般1期（C日程） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【一般】一般2期 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般2期 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】一般2期 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】公募制B日程 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】公募制B日程 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1360※3

【学校推薦型】公募制B日程 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

京都先端科学大学 バイオ環境学部 食農学科、バイオ環境デザイン
学科、バイオサイエンス学科

【一般】一般（A、B日程） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般（A、B日程） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般（A、B日程） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【一般】一般（C日程） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般（C日程） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般（C日程） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ利用（全日程） 得点換算［＜共テ＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【一般】共テ利用（全日程） 得点換算［＜共テ＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ利用（全日程） 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】公募（A日程） 得点換算［＜個別＞基礎考査
（英語）/60点］ L&R+S&W：625※3

【学校推薦型】公募（A日程） 得点換算［＜個別＞基礎考査
（英語）/80点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】公募（A日程） 得点換算［＜個別＞基礎考査
（英語）/100点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】公募（B日程） 得点換算［＜個別＞基礎考査
（英語）/60点］ L&R+S&W：625※3

【学校推薦型】公募（B日程） 得点換算［＜個別＞基礎考査
（英語）/80点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】公募（B日程） 得点換算［＜個別＞基礎考査
（英語）/100点］ L&R+S&W：1560※3

経済経営学部 経済学科、経営学科 【一般】一般（A、B日程） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般（A、B日程） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般（A、B日程） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【一般】一般（C日程） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般（C日程） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般（C日程） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ利用（全日程） 得点換算［＜共テ＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【一般】共テ利用（全日程） 得点換算［＜共テ＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ利用（全日程） 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】公募 得点換算［＜個別＞基礎考査
（英語）/60点］ L&R+S&W：625※3

【学校推薦型】公募 得点換算［＜個別＞基礎考査
（英語）/80点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】公募 得点換算［＜個別＞基礎考査
（英語）/100点］ L&R+S&W：1560※3

健康医療学部 看護学科 【一般】一般（A、B日程） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般（A、B日程） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般（A、B日程） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【一般】一般（C日程） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般（C日程） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3



149

都道
府県 学　校 学　部 学　科 【試験形態】入試名 活用方法 基準スコア

京都 京都先端科学大学 健康医療学部 看護学科 【一般】一般（C日程） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

看護学科、言語聴覚学科、
健康スポーツ学科

【一般】共テ利用（全日程） 得点換算［＜共テ＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【一般】共テ利用（全日程） 得点換算［＜共テ＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ利用（全日程） 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】公募 得点換算［＜個別＞基礎考査
（英語）/60点］ L&R+S&W：625※3

【学校推薦型】公募 得点換算［＜個別＞基礎考査
（英語）/80点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】公募 得点換算［＜個別＞基礎考査
（英語）/100点］ L&R+S&W：1560※3

健康スポーツ学科 【一般】一般
（A日程＜2月1日・2日＞、B日程）得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般
（A日程＜2月1日・2日＞、B日程）得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般
（A日程＜2月1日・2日＞、B日程）得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【一般】一般
（A日程＜2月3日＞） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般
（A日程＜2月3日＞） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般
（A日程＜2月3日＞） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【一般】一般（C日程） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般（C日程） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般（C日程） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

言語聴覚学科 【一般】一般（A、B日程） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般（A、B日程） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般（A、B日程） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【一般】一般（C日程） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般（C日程） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般（C日程） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

工学部 機械電気システム工学科 【一般】一般（A、B日程） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般（A、B日程） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般（A、B日程） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【一般】一般（C日程） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般（C日程） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般（C日程） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ利用（全日程） 得点換算［＜共テ＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【一般】共テ利用（全日程） 得点換算［＜共テ＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ利用（全日程） 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】公募 得点換算［＜個別＞基礎考査
（英語）/30点］ L&R+S&W：625※3

【学校推薦型】公募 得点換算［＜個別＞基礎考査
（英語）/40点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】公募 得点換算［＜個別＞基礎考査
（英語）/50点］ L&R+S&W：1560※3

人文学部 歴史文化学科、心理学科 【一般】一般（A、B日程） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般（A、B日程） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般（A、B日程） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【一般】一般（C日程） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般（C日程） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般（C日程） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ利用（全日程） 得点換算［＜共テ＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【一般】共テ利用（全日程） 得点換算［＜共テ＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ利用（全日程） 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3
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京都 京都先端科学大学 人文学部 歴史文化学科、心理学科 【学校推薦型】公募 得点換算［＜個別＞基礎考査
（英語）/60点］ L&R+S&W：625※3

【学校推薦型】公募 得点換算［＜個別＞基礎考査
（英語）/80点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】公募 得点換算［＜個別＞基礎考査
（英語）/100点］ L&R+S&W：1560※3

京都ノートルダム女子
大学

現代人間学部 生活環境学科、心理学科、
こども教育学科

【一般】Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 加点［＜個別＞英語/5%］ L&R+S&W：385
（L&R225～､S&W160～）

【一般】Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 加点［＜個別＞英語/10%］ L&R+S&W：790
（L&R550～､S&W240～）

【学校推薦型】学校推薦Ⅰ期 試験免除、得点換算［＜個別＞
英語試験/満点］

L&R+S&W：790
（L&R550～､S&W240～）

【学校推薦型】学校推薦Ⅱ期 試験免除、得点換算［＜個別＞
英語試験/満点］

L&R+S&W：790
（L&R550～､S&W240～）

【学校推薦型】専門学科・総合
学科対象（Ⅰ期）

試験免除、得点換算［＜個別＞
英語試験/満点］

L&R+S&W：790
（L&R550～､S&W240～）

【学校推薦型】専門学科・総合
学科対象（Ⅱ期）

試験免除、得点換算［＜個別＞
英語試験/満点］

L&R+S&W：790
（L&R550～､S&W240～）

国際言語文化学部 英語英文学科 【一般】Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 加点［＜個別＞英語/5%］ L&R+S&W：385
（L&R225～､S&W160～）

【一般】Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 加点［＜個別＞英語/10%］ L&R+S&W：790
（L&R550～､S&W240～）

【学校推薦型】学校推薦Ⅱ期 試験免除、得点換算［＜個別＞
英語試験/満点］

L&R+S&W：790
（L&R550～､S&W240～）

【学校推薦型】専門学科・総合
学科対象（Ⅱ期）

試験免除、得点換算［＜個別＞
英語試験/満点］

L&R+S&W：790
（L&R550～､S&W240～）

英語英文学科、国際日本文化
学科

【学校推薦型】学校推薦Ⅰ期 試験免除、得点換算［＜個別＞
英語試験/満点］

L&R+S&W：790
（L&R550～､S&W240～）

【学校推薦型】専門学科・総合
学科対象（Ⅰ期）

試験免除、得点換算［＜個別＞
英語試験/満点］

L&R+S&W：790
（L&R550～､S&W240～）

国際日本文化学科 【一般】Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 加点［＜個別＞英語/5%］ L&R+S&W：385
（L&R225～､S&W160～）

【一般】Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 加点［＜個別＞英語/10%］ L&R+S&W：790
（L&R550～､S&W240～）

【学校推薦型】学校推薦Ⅱ期 試験免除、得点換算［＜個別＞
英語試験/満点］

L&R+S&W：790
（L&R550～､S&W240～）

【学校推薦型】専門学科・総合
学科対象（Ⅱ期）

試験免除、得点換算［＜個別＞
英語試験/満点］

L&R+S&W：790
（L&R550～､S&W240～）

同志社女子大学 学芸学部 国際教養学科 【一般】共テ前（3教科型） 得点換算［＜共テ＞英語/満点
の9割］ L&R+S&W：1095

【一般】共テ前（5教科型） 得点換算［＜共テ＞英語/満点
の9割］ L&R+S&W：1095

【一般】共テ後 得点換算［＜共テ＞英語/満点
の9割］ L&R+S&W：1095

【学校推薦型】推薦L 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 590、
L&R+S&W：830

【総合型】AO方式 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 510

同志社大学 グローバル・コミュニケー
ション学部

グローバル・コミュニケーション
学科〔英語コース〕 【学校推薦型】推薦選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 650

グローバル・コミュニケーション
学科〔中国語コース〕 【学校推薦型】推薦選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 500

グローバル地域文化学部 グローバル地域文化学科 【学校推薦型】推薦選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 530

【総合型】自己推薦（アスリート）出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 500

スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 【総合型】アドミッションズオフィス 判定優遇・合否参考 ※1

商学部 商学科〔フレックス複合コース〕【総合型】アドミッションズオフィス 出願資格 L&R 650

【総合型】アドミッションズオフィス 判定優遇・合否参考 ※1

生命医科学部 医情報学科 【総合型】アドミッションズオフィス 判定優遇・合否参考 ※1

文化情報学部 文化情報学科 【総合型】アドミッションズオフィス 判定優遇・合否参考 ※1

文学部 英文学科 【学校推薦型】推薦選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 600

美学芸術学科 【学校推薦型】推薦選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 500

法学部 政治学科 【総合型】自己推薦 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 700

法律学科 【総合型】自己推薦 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 700

花園大学 社会福祉学部 児童福祉学科、社会福祉学科、
臨床心理学科

【一般】一般A（総合評価型） 加点［書類審査/10点］ L&R＋S&W：CEFR A1

【一般】一般A（総合評価型） 加点［書類審査/20点］ L&R＋S&W：CEFR A2

【一般】一般A（総合評価型） 加点［書類審査/30点］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】自己推薦A
（総合評価型） 加点［書類審査/10点］ L&R＋S&W：CEFR A1

【総合型】自己推薦A
（総合評価型） 加点［書類審査/20点］ L&R＋S&W：CEFR A2

【総合型】自己推薦A
（総合評価型） 加点［書類審査/30点］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】推薦L

【総合型】AO方式
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京都 花園大学 文学部 仏教学科、日本史学科、日本
文学科

【一般】一般A（総合評価型） 加点［書類審査/10点］ L&R＋S&W：CEFR A1

【一般】一般A（総合評価型） 加点［書類審査/20点］ L&R＋S&W：CEFR A2

【一般】一般A（総合評価型） 加点［書類審査/30点］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】自己推薦A
（総合評価型） 加点［書類審査/10点］ L&R＋S&W：CEFR A1

【総合型】自己推薦A
（総合評価型） 加点［書類審査/20点］ L&R＋S&W：CEFR A2

【総合型】自己推薦A
（総合評価型） 加点［書類審査/30点］ L&R＋S&W：CEFR B1

佛教大学 教育学部 教育学科 【総合型】総合型（自己推薦制）出願資格 L&R 450

文学部 英米学科 【総合型】総合型（自己推薦制）出願資格 L&R 500

立命館大学 スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 【総合型】グローバル・アスレ
ティックトレーナー 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 550

経営学部 国際経営学科 【総合型】英語重視 出願資格 L&R 650

経済学部 経済学科〔国際専攻〕 【総合型】英語重視 出願資格 L&R 550

国際関係学部 国際関係学科〔グローバル・
スタディーズ専攻〕

【総合型】グローバル・スタディー
ズ専攻総合評価 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 740

国際関係学科〔国際関係学
専攻〕

【総合型】
国際関係学専攻講義選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 550

情報理工学部 情報理工学科〔情報システム
グローバルコース〕 【総合型】グローバル・ICTリーダー 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

文学部 人文学科〔国際コミュニケー
ション学域〕 【総合型】国際（英語） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 550

人文学科〔国際文化学域〕 【総合型】国際（英語） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 550

人文学科〔人間研究学域〕 【総合型】国際（英語） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 550

龍谷大学 経営学部 経営学科 【一般】共テ前（2科目方式）、
中（2科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ前（2科目方式）、
中（2科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/85点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】共テ前（2科目方式）、
中（2科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ前（3科目方式）、
中（３科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ前（3科目方式）、
中（３科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/85点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】共テ前（3科目方式）、
中（３科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ前（4科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ前（4科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/85点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】共テ前（4科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ後 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ後 得点換算［＜共テ＞英語/85点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】共テ後 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】２教科型英語
資格試験利用方式 得点換算［英語資格試験/35点］L&R+S&W：1000※3

【学校推薦型】２教科型英語
資格試験利用方式 得点換算［英語資格試験/40点］L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】２教科型英語
資格試験利用方式 得点換算［英語資格試験/45点］L&R+S&W：1360※3

【学校推薦型】２教科型英語
資格試験利用方式 得点換算［英語資格試験/50点］L&R+S&W：1560※3

経済学部 現代経済学科、国際経済学科【一般】共テ前（2科目方式）、中（2科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ前（2科目方式）、
中（2科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/85点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】共テ前（2科目方式）、
中（2科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ前（3科目方式）、
中（３科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ前（3科目方式）、
中（３科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/85点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】共テ前（3科目方式）、
中（３科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ前（4科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ前（4科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/85点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】共テ前（4科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ後 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：1150※3
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京都 龍谷大学 経済学部 現代経済学科、国際経済学科【一般】共テ後 得点換算［＜共テ＞英語/85点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】共テ後 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】２教科型英語
資格試験利用方式 得点換算［英語資格試験/35点］L&R+S&W：1000※3

【学校推薦型】２教科型英語
資格試験利用方式 得点換算［英語資格試験/40点］L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】２教科型英語
資格試験利用方式 得点換算［英語資格試験/45点］L&R+S&W：1360※3

【学校推薦型】２教科型英語
資格試験利用方式 得点換算［英語資格試験/50点］L&R+S&W：1560※3

国際学部 グローバルスタディーズ学科 【学校推薦型】スポーツ活動選抜、
文化・芸術・社会活動選抜 出願資格 L&R 600

【学校推薦型】学部独自（英語型）出願資格 L&R 600

【学校推薦型】学部独自（英語型）試験免除、得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R 685

【学校推薦型】専門高校、専門
学科・総合学科 出願資格 L&R 600

【学校推薦型】伝道者推薦 出願資格 L&R 600

国際文化学科 【学校推薦型】スポーツ活動選抜、
文化・芸術・社会活動選抜 出願資格 L&R 500

【学校推薦型】学部独自（英語型）出願資格 L&R 500

国際文化学科、グローバルスタ
ディーズ学科

【一般】共テ前（2科目方式）、
中（2科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ前（2科目方式）、
中（2科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/85点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】共テ前（2科目方式）、
中（2科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ前（3科目方式）、
中（３科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ前（3科目方式）、
中（３科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/85点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】共テ前（3科目方式）、
中（３科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ前（4科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ前（4科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/85点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】共テ前（4科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ後（3科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ後（3科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/85点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】共テ後（3科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ後
（外国語1教科方式） 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ後
（外国語1教科方式） 得点換算［＜共テ＞英語/85点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】共テ後
（外国語1教科方式） 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】２教科型英語
資格試験利用方式 得点換算［英語資格試験/35点］L&R+S&W：1000※3

【学校推薦型】２教科型英語
資格試験利用方式 得点換算［英語資格試験/40点］L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】２教科型英語
資格試験利用方式 得点換算［英語資格試験/45点］L&R+S&W：1360※3

【学校推薦型】２教科型英語
資格試験利用方式 得点換算［英語資格試験/50点］L&R+S&W：1560※3

社会学部 社会学科、コミュニティマネジ
メント学科、現代福祉学科

【一般】共テ前（2科目方式）、
中（2科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ前（2科目方式）、
中（2科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/85点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】共テ前（2科目方式）、
中（2科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ前（3科目方式）、
中（３科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ前（3科目方式）、
中（３科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/85点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】共テ前（3科目方式）、
中（３科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ前（4科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ前（4科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/85点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】共テ前（4科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ後 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ後 得点換算［＜共テ＞英語/85点］ L&R+S&W：1360※3
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京都 龍谷大学 社会学部 社会学科、コミュニティマネジ
メント学科、現代福祉学科

【一般】共テ後 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】２教科型英語
資格試験利用方式 得点換算［英語資格試験/35点］L&R+S&W：1000※3

【学校推薦型】２教科型英語
資格試験利用方式 得点換算［英語資格試験/40点］L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】２教科型英語
資格試験利用方式 得点換算［英語資格試験/45点］L&R+S&W：1360※3

【学校推薦型】２教科型英語
資格試験利用方式 得点換算［英語資格試験/50点］L&R+S&W：1560※3

政策学部 政策学科 【一般】共テ前（2科目方式）、
中（2科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ前（2科目方式）、
中（2科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/85点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】共テ前（2科目方式）、
中（2科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ前（3科目方式）、
中（３科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ前（3科目方式）、
中（３科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/85点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】共テ前（3科目方式）、
中（３科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ前（4科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ前（4科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/85点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】共テ前（4科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ後 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ後 得点換算［＜共テ＞英語/85点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】共テ後 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】２教科型英語
資格試験利用方式 得点換算［英語資格試験/35点］L&R+S&W：1000※3

【学校推薦型】２教科型英語
資格試験利用方式 得点換算［英語資格試験/40点］L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】２教科型英語
資格試験利用方式 得点換算［英語資格試験/45点］L&R+S&W：1360※3

【学校推薦型】２教科型英語
資格試験利用方式 得点換算［英語資格試験/50点］L&R+S&W：1560※3

先端理工学部 数理・情報科学課程、知能情
報メディア課程、電子情報通信
課程、機械工学・ロボティクス課
程、応用化学課程、環境生態
工学課程

【一般】共テ前（5科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ前（5科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/85点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】共テ前（5科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】２教科型英語
資格試験利用方式 得点換算［英語資格試験/35点］L&R+S&W：1000※3

【学校推薦型】２教科型英語
資格試験利用方式 得点換算［英語資格試験/40点］L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】２教科型英語
資格試験利用方式 得点換算［英語資格試験/45点］L&R+S&W：1360※3

【学校推薦型】２教科型英語
資格試験利用方式 得点換算［英語資格試験/50点］L&R+S&W：1560※3

農学部 資源生物科学科 【一般】共テ前（5科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ前（5科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/85点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】共テ前（5科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ後（3科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ後（3科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/85点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】共テ後（3科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】２教科型英語
資格試験利用方式（文系型） 得点換算［英語資格試験/35点］L&R+S&W：1000※3

【学校推薦型】２教科型英語
資格試験利用方式（文系型） 得点換算［英語資格試験/40点］L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】２教科型英語
資格試験利用方式（文系型） 得点換算［英語資格試験/45点］L&R+S&W：1360※3

【学校推薦型】２教科型英語
資格試験利用方式（文系型） 得点換算［英語資格試験/50点］L&R+S&W：1560※3

食品栄養学科 【一般】共テ前（5科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ前（5科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/85点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】共テ前（5科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ後（3科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ後（3科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/85点］ L&R+S&W：1360※3
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京都 龍谷大学 農学部 食品栄養学科 【一般】共テ後（3科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3

植物生命科学科 【一般】共テ前（5科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ前（5科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/85点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】共テ前（5科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ後（3科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ後（3科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/85点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】共テ後（3科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3

植物生命科学科、資源生物科
学科、食品栄養学科、食料農業
システム学科

【一般】共テ前（3科目方式）、
中（3科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ前（3科目方式）、
中（3科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/85点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】共テ前（3科目方式）、
中（3科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】２教科型英語
資格試験利用方式（農学型） 得点換算［英語資格試験/35点］L&R+S&W：1000※3

【学校推薦型】２教科型英語
資格試験利用方式（農学型） 得点換算［英語資格試験/40点］L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】２教科型英語
資格試験利用方式（農学型） 得点換算［英語資格試験/45点］L&R+S&W：1360※3

【学校推薦型】２教科型英語
資格試験利用方式（農学型） 得点換算［英語資格試験/50点］L&R+S&W：1560※3

食料農業システム学科 【一般】共テ前（2科目方式）、
中（2科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ前（2科目方式）、
中（2科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/85点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】共テ前（2科目方式）、
中（2科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ前（４科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ前（４科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/85点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】共テ前（４科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ後 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ後 得点換算［＜共テ＞英語/85点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】共テ後 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】２教科型英語資
格試験利用方式（文系型） 得点換算［英語資格試験/35点］L&R+S&W：1000※3

【学校推薦型】２教科型英語資
格試験利用方式（文系型） 得点換算［英語資格試験/40点］L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】２教科型英語資
格試験利用方式（文系型） 得点換算［英語資格試験/45点］L&R+S&W：1360※3

【学校推薦型】２教科型英語資
格試験利用方式（文系型） 得点換算［英語資格試験/50点］L&R+S&W：1560※3

文学部 英語英米文学科 【学校推薦型】検定試験利用型 出願資格 L&R 600

真宗学科、仏教学科、哲学科、
臨床心理学科、歴史学科、
日本語日本文学科、英語英米
文学科

【一般】共テ前（2科目方式）、
中（2科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ前（2科目方式）、
中（2科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/85点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】共テ前（2科目方式）、
中（2科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ前（3科目方式）、
中（３科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ前（3科目方式）、
中（３科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/85点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】共テ前（3科目方式）、
中（３科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ前（4科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ前（4科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/85点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】共テ前（4科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ後 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ後 得点換算［＜共テ＞英語/85点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】共テ後 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】２教科型英語
資格試験利用方式 得点換算［英語資格試験/35点］L&R+S&W：1000※3

【学校推薦型】２教科型英語
資格試験利用方式 得点換算［英語資格試験/40点］L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】２教科型英語
資格試験利用方式 得点換算［英語資格試験/45点］L&R+S&W：1360※3

【学校推薦型】２教科型英語
資格試験利用方式 得点換算［英語資格試験/50点］L&R+S&W：1560※3
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京都 龍谷大学 法学部 法律学科 【一般】共テ前（2科目方式）、
中（2科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ前（2科目方式）、
中（2科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/85点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】共テ前（2科目方式）、
中（2科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ前（3科目方式）、
中（３科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ前（3科目方式）、
中（３科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/85点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】共テ前（3科目方式）、
中（３科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ前（4科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ前（4科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/85点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】共テ前（4科目方式） 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ後 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ後 得点換算［＜共テ＞英語/85点］ L&R+S&W：1360※3

【一般】共テ後 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】２教科型英語
資格試験利用方式 得点換算［英語資格試験/35点］L&R+S&W：1000※3

【学校推薦型】２教科型英語
資格試験利用方式 得点換算［英語資格試験/40点］L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】２教科型英語
資格試験利用方式 得点換算［英語資格試験/45点］L&R+S&W：1360※3

【学校推薦型】２教科型英語
資格試験利用方式 得点換算［英語資格試験/50点］L&R+S&W：1560※3

大阪 追手門学院大学 経営学部 経営学科 【一般】一般前Ａ２教科（英・国）、
後２教科（英・国） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【一般】一般前Ａ２教科（英・国）、
後２教科（英・国） 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【一般】一般前Ａ２教科（英・国）、
後２教科（英・国） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

【一般】一般前Ａ２教科（英・数）、前Ｂ２
教科（英・数）、後２教科（英・数） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【一般】一般前Ａ２教科（英・数）、前Ｂ２
教科（英・数）、後２教科（英・数） 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【一般】一般前Ａ２教科（英・数）、前Ｂ２
教科（英・数）、後２教科（英・数） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

【一般】一般前Ｂ３教科 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【一般】一般前Ｂ３教科 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【一般】一般前Ｂ３教科 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

【学校推薦型】総合評価型、
２教科基礎学力型 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】総合評価型、
２教科基礎学力型 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】総合評価型、
２教科基礎学力型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

経済学部 経済学科 【一般】一般前Ａ２教科（英・国）、
後２教科（英・国） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【一般】一般前Ａ２教科（英・国）、
後２教科（英・国） 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【一般】一般前Ａ２教科（英・国）、
後２教科（英・国） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

【一般】一般前Ａ２教科（英・数）、前Ｂ２
教科（英・数）、後２教科（英・数） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【一般】一般前Ａ２教科（英・数）、前Ｂ２
教科（英・数）、後２教科（英・数） 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【一般】一般前Ａ２教科（英・数）、前Ｂ２
教科（英・数）、後２教科（英・数） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

【一般】一般前Ｂ３教科 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【一般】一般前Ｂ３教科 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【一般】一般前Ｂ３教科 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

【学校推薦型】総合評価型、
２教科基礎学力型 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】総合評価型、
２教科基礎学力型 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】総合評価型、
２教科基礎学力型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

国際学部 国際学科 【一般】一般前Ａ２教科（英・国）、
後２教科（英・国） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【一般】一般前Ａ２教科（英・国）、
後２教科（英・国） 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【一般】一般前Ａ２教科（英・国）、
後２教科（英・国） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750
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大阪 追手門学院大学 国際学部 国際学科 【一般】一般前Ａ２教科（英・数）、前Ｂ２
教科（英・数）、後２教科（英・数） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【一般】一般前Ａ２教科（英・数）、前Ｂ２
教科（英・数）、後２教科（英・数） 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【一般】一般前Ａ２教科（英・数）、前Ｂ２
教科（英・数）、後２教科（英・数） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

【一般】一般前Ｂ３教科 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【一般】一般前Ｂ３教科 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【一般】一般前Ｂ３教科 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

【学校推薦型】総合評価型、
２教科基礎学力型 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】総合評価型、
２教科基礎学力型 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】総合評価型、
２教科基礎学力型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

国際学科〔グローバルスタディー
ズ専攻〕

【総合型】グローバルスタディー
ズ入試 出願資格 L&R+S&W：600

社会学部 社会学科 【学校推薦型】総合評価型、
２教科基礎学力型 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】総合評価型、
２教科基礎学力型 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】総合評価型、
２教科基礎学力型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

社会学科〔スポーツ文化学専攻〕【一般】一般前Ａ２教科（英・国）、後２教科（英・国） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【一般】一般前Ａ２教科（英・国）、
後２教科（英・国） 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【一般】一般前Ａ２教科（英・国）、
後２教科（英・国） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

【一般】一般前Ｂ３教科 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【一般】一般前Ｂ３教科 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【一般】一般前Ｂ３教科 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

社会学科〔社会学専攻〕 【一般】一般前Ａ２教科（英・国）、
後２教科（英・国） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【一般】一般前Ａ２教科（英・国）、
後２教科（英・国） 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【一般】一般前Ａ２教科（英・国）、
後２教科（英・国） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

【一般】一般前Ａ２教科（英・数）、前Ｂ２
教科（英・数）、後２教科（英・数） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【一般】一般前Ａ２教科（英・数）、前Ｂ２
教科（英・数）、後２教科（英・数） 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【一般】一般前Ａ２教科（英・数）、前Ｂ２
教科（英・数）、後２教科（英・数） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

【一般】一般前Ｂ３教科 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【一般】一般前Ｂ３教科 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【一般】一般前Ｂ３教科 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

心理学部 心理学科
〔人工知能・認知科学専攻〕

【一般】一般前Ａ２教科（英・数）、前Ｂ２
教科（英・数）、後２教科（英・数） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【一般】一般前Ａ２教科（英・数）、前Ｂ２
教科（英・数）、後２教科（英・数） 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【一般】一般前Ａ２教科（英・数）、前Ｂ２
教科（英・数）、後２教科（英・数） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

心理学科〔心理学専攻〕 【一般】一般前Ａ２教科（英・国）、
後２教科（英・国） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【一般】一般前Ａ２教科（英・国）、
後２教科（英・国） 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【一般】一般前Ａ２教科（英・国）、
後２教科（英・国） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

【一般】一般前Ａ２教科（英・数）、前Ｂ２
教科（英・数）、後２教科（英・数） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【一般】一般前Ａ２教科（英・数）、前Ｂ２
教科（英・数）、後２教科（英・数） 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【一般】一般前Ａ２教科（英・数）、前Ｂ２
教科（英・数）、後２教科（英・数） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

【一般】一般前Ｂ３教科 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【一般】一般前Ｂ３教科 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【一般】一般前Ｂ３教科 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

【学校推薦型】総合評価型、
２教科基礎学力型 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】総合評価型、
２教科基礎学力型 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】総合評価型、
２教科基礎学力型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750
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大阪 追手門学院大学 地域創造学部 地域創造学科 【一般】一般前Ａ２教科（英・国）、
後２教科（英・国） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【一般】一般前Ａ２教科（英・国）、
後２教科（英・国） 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【一般】一般前Ａ２教科（英・国）、
後２教科（英・国） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

【一般】一般前Ａ２教科（英・数）、前Ｂ２
教科（英・数）、後２教科（英・数） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【一般】一般前Ａ２教科（英・数）、前Ｂ２
教科（英・数）、後２教科（英・数） 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【一般】一般前Ａ２教科（英・数）、前Ｂ２
教科（英・数）、後２教科（英・数） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

【一般】一般前Ｂ３教科 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【一般】一般前Ｂ３教科 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【一般】一般前Ｂ３教科 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

【学校推薦型】総合評価型、
２教科基礎学力型 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】総合評価型、
２教科基礎学力型 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】総合評価型、
２教科基礎学力型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

文学部 人文学科 【学校推薦型】総合評価型、
２教科基礎学力型 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】総合評価型、
２教科基礎学力型 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】総合評価型、
２教科基礎学力型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

人文学科
〔日本文学専攻、歴史文化専攻〕

【一般】一般前Ａ２教科（英・国）、
後２教科（英・国） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【一般】一般前Ａ２教科（英・国）、
後２教科（英・国） 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【一般】一般前Ａ２教科（英・国）、
後２教科（英・国） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

【一般】一般前Ｂ３教科 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【一般】一般前Ｂ３教科 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【一般】一般前Ｂ３教科 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

人文学科〔美学・建築文化専攻〕【一般】一般前Ａ２教科（英・国）、後２教科（英・国） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【一般】一般前Ａ２教科（英・国）、
後２教科（英・国） 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【一般】一般前Ａ２教科（英・国）、
後２教科（英・国） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

【一般】一般前Ａ２教科（英・数）、前Ｂ２
教科（英・数）、後２教科（英・数） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【一般】一般前Ａ２教科（英・数）、前Ｂ２
教科（英・数）、後２教科（英・数） 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【一般】一般前Ａ２教科（英・数）、前Ｂ２
教科（英・数）、後２教科（英・数） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

【一般】一般前Ｂ３教科 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【一般】一般前Ｂ３教科 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【一般】一般前Ｂ３教科 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

大阪大谷大学 人間社会学部 人間社会学科 【総合型】AO（自己推薦型） 出願資格 L&R 400＋※1

大阪学院大学 外国語学部 英語学科 【学校推薦型】公募推薦 加点［活動報告書/5点］ L&R+S&W：625※3

【学校推薦型】公募推薦 加点［活動報告書/10点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】公募推薦 加点［活動報告書/15点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】活動評価 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：625※3

【総合型】特待生奨学金 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1560※3

経営学部 経営学科、ホスピタリティ経営
学科

【学校推薦型】公募推薦 加点［活動報告書/5点］ L&R+S&W：625※3

【学校推薦型】公募推薦 加点［活動報告書/10点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】公募推薦 加点［活動報告書/15点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】活動評価 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：625※3

【総合型】特待生奨学金 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1560※3

経済学部 経済学科 【学校推薦型】公募推薦 加点［活動報告書/5点］ L&R+S&W：625※3

【学校推薦型】公募推薦 加点［活動報告書/10点］ L&R+S&W：1150※3
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大阪 大阪学院大学 経済学部 経済学科 【学校推薦型】公募推薦 加点［活動報告書/15点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】活動評価 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：625※3

【総合型】特待生奨学金 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1560※3

国際学部 国際学科 【学校推薦型】公募推薦 加点［活動報告書/5点］ L&R+S&W：625※3

【学校推薦型】公募推薦 加点［活動報告書/10点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】公募推薦 加点［活動報告書/15点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】活動評価 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：625※3

【総合型】特待生奨学金 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1560※3

商学部 商学科 【学校推薦型】公募推薦 加点［活動報告書/5点］ L&R+S&W：625※3

【学校推薦型】公募推薦 加点［活動報告書/10点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】公募推薦 加点［活動報告書/15点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】活動評価 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：625※3

【総合型】特待生奨学金 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1560※3

情報学部 情報学科 【学校推薦型】公募推薦 加点［活動報告書/5点］ L&R+S&W：625※3

【学校推薦型】公募推薦 加点［活動報告書/10点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】公募推薦 加点［活動報告書/15点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】活動評価 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：625※3

【総合型】特待生奨学金 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1560※3

法学部 法学科 【学校推薦型】公募推薦 加点［活動報告書/5点］ L&R+S&W：625※3

【学校推薦型】公募推薦 加点［活動報告書/10点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】公募推薦 加点［活動報告書/15点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】活動評価 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：625※3

【総合型】特待生奨学金 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1560※3

大阪河﨑リハビリ
テーション大学

リハビリテーション学部 リハビリテーション学科 【一般】一般（前）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：320※3

【一般】一般（前）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般（前）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般（前）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【一般】一般（前）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：320※3

【一般】一般（前）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般（前）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般（前）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【一般】一般（後）1科目型 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：320※3

【一般】一般（後）1科目型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般（後）1科目型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般（後）1科目型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【一般】一般（後）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：320※3

【一般】一般（後）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般（後）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般（後）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ利用（前）3科目型 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：320※3

【一般】共テ利用（前）3科目型 得点換算［＜共テ＞英語/80点］ L&R+S&W：625※3

【一般】共テ利用（前）3科目型 得点換算［＜共テ＞英語/90点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ利用（前）3科目型 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3
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大阪 大阪河﨑リハビリ
テーション大学

リハビリテーション学部 リハビリテーション学科 【一般】共テ利用（前、後）2科目 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：320※3

【一般】共テ利用（前、後）2科目 得点換算［＜共テ＞英語/80点］ L&R+S&W：625※3

【一般】共テ利用（前、後）2科目 得点換算［＜共テ＞英語/90点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ利用（前、後）2科目 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ利用（後）1科目型 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：320※3

【一般】共テ利用（後）1科目型 得点換算［＜共テ＞英語/80点］ L&R+S&W：625※3

【一般】共テ利用（後）1科目型 得点換算［＜共テ＞英語/90点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ利用（後）1科目型 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】総合型 加点［調査書の評価/2点］ L&R+S&W：320※3

【総合型】総合型 加点［調査書の評価/5点］ L&R+S&W：625※3

大阪観光大学 観光学部 観光学科 【一般】A、B 試験免除、得点換算［＜個別＞
英語/80点］ L&R 450

【学校推薦型】公募制 加点［総合点/10点］ L&R 380

【学校推薦型】公募制 加点［総合点/20点］ L&R 450

【総合型】
英語・スポーツ・芸術型 出願資格 L&R 380

【総合型】総合型 加点［総合点/10点］ L&R 380

【総合型】総合型 加点［総合点/20点］ L&R 450

国際交流学部 国際交流学科 【一般】A、B 試験免除、得点換算［＜個別＞
英語/80点］ L&R 450

【学校推薦型】公募制 加点［総合点/10点］ L&R 380

【学校推薦型】公募制 加点［総合点/20点］ L&R 450

【総合型】
英語・スポーツ・芸術型 出願資格 L&R 380

【総合型】総合型 加点［総合点/10点］ L&R 380

【総合型】総合型 加点［総合点/20点］ L&R 450

大阪経済大学 経営学部（第１部） 経営学科、ビジネス法学科 【一般】C方式（共テ利用）
3教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/70点］ L&R+S&W：625

【一般】C方式（共テ利用）
3教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】C方式（共テ利用）
3教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/90点］ L&R+S&W：1560

【一般】C方式（共テ利用）
3教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：1845

【一般】C方式（共テ利用）
4教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/70点］ L&R+S&W：625

【一般】C方式（共テ利用）
4教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】C方式（共テ利用）
4教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/90点］ L&R+S&W：1560

【一般】C方式（共テ利用）
4教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：1845

【一般】C方式（共テ利用）
ベスト2教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/70点］ L&R+S&W：625

【一般】C方式（共テ利用）
ベスト2教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】C方式（共テ利用）
ベスト2教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/90点］ L&R+S&W：1560

【一般】C方式（共テ利用）
ベスト2教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：1845

経済学部 経済学科、地域政策学科 【一般】C方式（共テ利用）
3教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/70点］ L&R+S&W：625

【一般】C方式（共テ利用）
3教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】C方式（共テ利用）
3教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/90点］ L&R+S&W：1560

【一般】C方式（共テ利用）
3教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：1845

【一般】C方式（共テ利用）
4教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/70点］ L&R+S&W：625

【一般】C方式（共テ利用）
4教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】C方式（共テ利用）
4教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/90点］ L&R+S&W：1560

【一般】C方式（共テ利用）
4教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：1845

【一般】C方式（共テ利用）
ベスト2教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/70点］ L&R+S&W：625
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大阪 大阪経済大学 経済学部 経済学科、地域政策学科 【一般】C方式（共テ利用）
ベスト2教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】C方式（共テ利用）
ベスト2教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/90点］ L&R+S&W：1560

【一般】C方式（共テ利用）
ベスト2教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：1845

情報社会学部 情報社会学科 【一般】C方式（共テ利用）
3教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/70点］ L&R+S&W：625

【一般】C方式（共テ利用）
3教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】C方式（共テ利用）
3教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/90点］ L&R+S&W：1560

【一般】C方式（共テ利用）
3教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：1845

【一般】C方式（共テ利用）
4教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/70点］ L&R+S&W：625

【一般】C方式（共テ利用）
4教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】C方式（共テ利用
）4教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/90点］ L&R+S&W：1560

【一般】C方式（共テ利用）
4教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：1845

【一般】C方式（共テ利用）
ベスト2教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/70点］ L&R+S&W：625

【一般】C方式（共テ利用）
ベスト2教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】C方式（共テ利用）
ベスト2教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/90点］ L&R+S&W：1560

【一般】C方式（共テ利用）
ベスト2教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：1845

人間科学部 人間科学科 【一般】C方式（共テ利用）
3教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/70点］ L&R+S&W：625

【一般】C方式（共テ利用）
3教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】C方式（共テ利用）
3教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/90点］ L&R+S&W：1560

【一般】C方式（共テ利用）
3教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：1845

【一般】C方式（共テ利用）
4教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/70点］ L&R+S&W：625

【一般】C方式（共テ利用）
4教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】C方式（共テ利用）
4教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/90点］ L&R+S&W：1560

【一般】C方式（共テ利用）
4教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：1845

【一般】C方式（共テ利用）
ベスト2教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/70点］ L&R+S&W：625

【一般】C方式（共テ利用）
ベスト2教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】C方式（共テ利用）
ベスト2教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/90点］ L&R+S&W：1560

【一般】C方式（共テ利用）
ベスト2教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：1845

大阪経済法科大学 経営学部 経営学科 【一般】一般前期プラス資格 出願資格、得点換算
［取得資格点/70点］ L&R+S&W：650

【一般】一般前期プラス資格 出願資格、得点換算
［取得資格点/80点］ L&R+S&W：750

【一般】一般前期プラス資格 出願資格、得点換算
［取得資格点/90点］ L&R+S&W：850

【一般】一般前期プラス資格 出願資格、得点換算
［取得資格点/100点］ L&R+S&W：950

【一般】共テ利用（Ⅰ期）
4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：650

【一般】共テ利用（Ⅰ期）
4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/80点］ L&R+S&W：750

【一般】共テ利用（Ⅰ期）
4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/90点］ L&R+S&W：850

【一般】共テ利用（Ⅰ期）
4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：950

【一般】共テ利用
（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期）2教科型 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：650

【一般】共テ利用
（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期）2教科型 得点換算［＜共テ＞英語/80点］ L&R+S&W：750

【一般】共テ利用
（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期）2教科型 得点換算［＜共テ＞英語/90点］ L&R+S&W：850

【一般】共テ利用
（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期）2教科型 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：950

【一般】共テ利用
（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期）3教科型 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：650

【一般】共テ利用
（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期）3教科型 得点換算［＜共テ＞英語/80点］ L&R+S&W：750

【一般】共テ利用
（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期）3教科型 得点換算［＜共テ＞英語/90点］ L&R+S&W：850

【一般】共テ利用
（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期）3教科型 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：950



161

都道
府県 学　校 学　部 学　科 【試験形態】入試名 活用方法 基準スコア

大阪 大阪経済法科大学 経営学部 経営学科 【学校推薦型】公募制 得点換算［＜個別＞基礎素養
検査（英語）/70点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】公募制 得点換算［＜個別＞基礎素養
検査（英語）/80点］ L&R+S&W：750

【学校推薦型】公募制 得点換算［＜個別＞基礎素養
検査（英語）/90点］ L&R+S&W：850

【学校推薦型】公募制 得点換算［＜個別＞基礎素養
検査（英語）/100点］ L&R+S&W：950

【総合型】資格利用 出願資格、得点換算
［取得資格点/70点］ L&R+S&W：650

【総合型】資格利用 出願資格、得点換算
［取得資格点/80点］ L&R+S&W：750

【総合型】資格利用 出願資格、得点換算
［取得資格点/90点］ L&R+S&W：850

【総合型】資格利用 出願資格、得点換算
［取得資格点/100点］ L&R+S&W：950

【総合型】専門学科・総合学科
（基礎素養）

出願資格、得点換算
［取得資格点/70点］ L&R+S&W：650

【総合型】専門学科・総合学科
（基礎素養）

出願資格、得点換算
［取得資格点/80点］ L&R+S&W：750

【総合型】専門学科・総合学科
（基礎素養）

出願資格、得点換算
［取得資格点/90点］ L&R+S&W：850

【総合型】専門学科・総合学科
（基礎素養）

出願資格、得点換算
［取得資格点/100点］ L&R+S&W：950

【総合型】専門学科・総合学科
（小論文）

出願資格、得点換算
［取得資格点/70点］ L&R+S&W：650

【総合型】専門学科・総合学科
（小論文）

出願資格、得点換算
［取得資格点/80点］ L&R+S&W：750

【総合型】専門学科・総合学科
（小論文）

出願資格、得点換算
［取得資格点/90点］ L&R+S&W：850

【総合型】専門学科・総合学科
（小論文）

出願資格、得点換算
［取得資格点/100点］ L&R+S&W：950

経済学部 経済学科 【一般】一般前期プラス資格 出願資格、得点換算
［取得資格点/70点］ L&R+S&W：650

【一般】一般前期プラス資格 出願資格、得点換算
［取得資格点/80点］ L&R+S&W：750

【一般】一般前期プラス資格 出願資格、得点換算
［取得資格点/90点］ L&R+S&W：850

【一般】一般前期プラス資格 出願資格、得点換算
［取得資格点/100点］ L&R+S&W：950

【一般】共テ利用（Ⅰ期）4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：650

【一般】共テ利用（Ⅰ期）4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/80点］ L&R+S&W：750

【一般】共テ利用（Ⅰ期）4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/90点］ L&R+S&W：850

【一般】共テ利用（Ⅰ期）4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：950

【一般】共テ利用
（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期）2教科型 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：650

【一般】共テ利用
（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期）2教科型 得点換算［＜共テ＞英語/80点］ L&R+S&W：750

【一般】共テ利用
（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期）2教科型 得点換算［＜共テ＞英語/90点］ L&R+S&W：850

【一般】共テ利用
（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期）2教科型 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：950

【一般】共テ利用
（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期）3教科型 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：650

【一般】共テ利用
（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期）3教科型 得点換算［＜共テ＞英語/80点］ L&R+S&W：750

【一般】共テ利用
（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期）3教科型 得点換算［＜共テ＞英語/90点］ L&R+S&W：850

【一般】共テ利用
（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期）3教科型 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：950

【学校推薦型】公募制 得点換算［＜個別＞
基礎素養検査（英語）/70点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】公募制 得点換算［＜個別＞
基礎素養検査（英語）/80点］ L&R+S&W：750

【学校推薦型】公募制 得点換算［＜個別＞
基礎素養検査（英語）/90点］ L&R+S&W：850

【学校推薦型】公募制 得点換算［＜個別＞基礎素養
検査（英語）/100点］ L&R+S&W：950

【総合型】資格利用 出願資格、得点換算
［取得資格点/70点］ L&R+S&W：650

【総合型】資格利用 出願資格、得点換算
［取得資格点/80点］ L&R+S&W：750

【総合型】資格利用 出願資格、得点換算
［取得資格点/90点］ L&R+S&W：850

【総合型】資格利用 出願資格、得点換算
［取得資格点/100点］ L&R+S&W：950

【総合型】専門学科・総合学科
（基礎素養）

出願資格、得点換算
［取得資格点/70点］ L&R+S&W：650

【総合型】専門学科・総合学科
（基礎素養）

出願資格、得点換算
［取得資格点/80点］ L&R+S&W：750

【総合型】専門学科・総合学科
（基礎素養）

出願資格、得点換算
［取得資格点/90点］ L&R+S&W：850
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大阪 大阪経済法科大学 経済学部 経済学科 【総合型】専門学科・総合学科
（基礎素養）

出願資格、得点換算
［取得資格点/100点］ L&R+S&W：950

【総合型】専門学科・総合学科
（小論文）

出願資格、得点換算
［取得資格点/70点］ L&R+S&W：650

【総合型】専門学科・総合学科
（小論文）

出願資格、得点換算
［取得資格点/80点］ L&R+S&W：750

【総合型】専門学科・総合学科
（小論文）

出願資格、得点換算
［取得資格点/90点］ L&R+S&W：850

【総合型】専門学科・総合学科
（小論文）

出願資格、得点換算
［取得資格点/100点］ L&R+S&W：950

国際学部 国際学科 【一般】一般前期プラス資格 出願資格、得点換算
［取得資格点/70点］ L&R+S&W：650

【一般】一般前期プラス資格 出願資格、得点換算
［取得資格点/80点］ L&R+S&W：750

【一般】一般前期プラス資格 出願資格、得点換算
［取得資格点/90点］ L&R+S&W：850

【一般】一般前期プラス資格 出願資格、得点換算
［取得資格点/100点］ L&R+S&W：950

【一般】共テ利用（Ⅰ期）4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：650

【一般】共テ利用（Ⅰ期）4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/80点］ L&R+S&W：750

【一般】共テ利用（Ⅰ期）4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/90点］ L&R+S&W：850

【一般】共テ利用（Ⅰ期）4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：950

【一般】共テ利用
（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期）2教科型 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：650

【一般】共テ利用
（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期）2教科型 得点換算［＜共テ＞英語/80点］ L&R+S&W：750

【一般】共テ利用
（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期）2教科型 得点換算［＜共テ＞英語/90点］ L&R+S&W：850

【一般】共テ利用
（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期）2教科型 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：950

【一般】共テ利用
（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期）3教科型 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：650

【一般】共テ利用
（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期）3教科型 得点換算［＜共テ＞英語/80点］ L&R+S&W：750

【一般】共テ利用
（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期）3教科型 得点換算［＜共テ＞英語/90点］ L&R+S&W：850

【一般】共テ利用
（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期）3教科型 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：950

【学校推薦型】公募制 得点換算［＜個別＞基礎素養
検査（英語）/70点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】公募制 得点換算［＜個別＞基礎素養
検査（英語）/80点］ L&R+S&W：750

【学校推薦型】公募制 得点換算［＜個別＞基礎素養
検査（英語）/90点］ L&R+S&W：850

【学校推薦型】公募制 得点換算［＜個別＞基礎素養
検査（英語）/100点］ L&R+S&W：950

【総合型】資格利用 出願資格、得点換算
［取得資格点/70点］ L&R+S&W：650

【総合型】資格利用 出願資格、得点換算
［取得資格点/80点］ L&R+S&W：750

【総合型】資格利用 出願資格、得点換算
［取得資格点/90点］ L&R+S&W：850

【総合型】資格利用 出願資格、得点換算
［取得資格点/100点］ L&R+S&W：950

【総合型】専門学科・総合学科
（基礎素養）

出願資格、得点換算
［取得資格点/70点］ L&R+S&W：650

【総合型】専門学科・総合学科
（基礎素養）

出願資格、得点換算
［取得資格点/80点］ L&R+S&W：750

【総合型】専門学科・総合学科
（基礎素養）

出願資格、得点換算
［取得資格点/90点］ L&R+S&W：850

【総合型】専門学科・総合学科
（基礎素養）

出願資格、得点換算
［取得資格点/100点］ L&R+S&W：950

【総合型】専門学科・総合学科
（小論文）

出願資格、得点換算
［取得資格点/70点］ L&R+S&W：650

【総合型】専門学科・総合学科
（小論文）

出願資格、得点換算
［取得資格点/80点］ L&R+S&W：750

【総合型】専門学科・総合学科
（小論文）

出願資格、得点換算
［取得資格点/90点］ L&R+S&W：850

【総合型】専門学科・総合学科
（小論文）

出願資格、得点換算
［取得資格点/100点］ L&R+S&W：950

法学部 法律学科 【一般】一般前期プラス資格 出願資格、得点換算
［取得資格点/70点］ L&R+S&W：650

【一般】一般前期プラス資格 出願資格、得点換算
［取得資格点/80点］ L&R+S&W：750

【一般】一般前期プラス資格 出願資格、得点換算
［取得資格点/90点］ L&R+S&W：850

【一般】一般前期プラス資格 出願資格、得点換算
［取得資格点/100点］ L&R+S&W：950

【一般】共テ利用（Ⅰ期）4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：650

【一般】共テ利用（Ⅰ期）4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/80点］ L&R+S&W：750
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大阪 大阪経済法科大学 法学部 法律学科 【一般】共テ利用（Ⅰ期）4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/90点］ L&R+S&W：850

【一般】共テ利用（Ⅰ期）4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：950

【一般】共テ利用
（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期）2教科型 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：650

【一般】共テ利用
（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期）2教科型 得点換算［＜共テ＞英語/80点］ L&R+S&W：750

【一般】共テ利用
（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期）2教科型 得点換算［＜共テ＞英語/90点］ L&R+S&W：850

【一般】共テ利用
（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期）2教科型 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：950

【一般】共テ利用
（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期）3教科型 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：650

【一般】共テ利用
（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期）3教科型 得点換算［＜共テ＞英語/80点］ L&R+S&W：750

【一般】共テ利用
（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期）3教科型 得点換算［＜共テ＞英語/90点］ L&R+S&W：850

【一般】共テ利用
（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期）3教科型 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：950

【学校推薦型】公募制 得点換算［＜個別＞基礎素養
検査（英語）/70点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】公募制 得点換算［＜個別＞基礎素養
検査（英語）/80点］ L&R+S&W：750

【学校推薦型】公募制 得点換算［＜個別＞基礎素養
検査（英語）/90点］ L&R+S&W：850

【学校推薦型】公募制 得点換算［＜個別＞基礎素養
検査（英語）/100点］ L&R+S&W：950

【総合型】資格利用 出願資格、得点換算
［取得資格点/70点］ L&R+S&W：650

【総合型】資格利用 出願資格、得点換算
［取得資格点/80点］ L&R+S&W：750

【総合型】資格利用 出願資格、得点換算
［取得資格点/90点］ L&R+S&W：850

【総合型】資格利用 出願資格、得点換算
［取得資格点/100点］ L&R+S&W：950

【総合型】専門学科・総合学科
（基礎素養）

出願資格、得点換算
［取得資格点/70点］ L&R+S&W：650

【総合型】専門学科・総合学科
（基礎素養）

出願資格、得点換算
［取得資格点/80点］ L&R+S&W：750

【総合型】専門学科・総合学科
（基礎素養）

出願資格、得点換算
［取得資格点/90点］ L&R+S&W：850

【総合型】専門学科・総合学科
（基礎素養）

出願資格、得点換算
［取得資格点/100点］ L&R+S&W：950

【総合型】専門学科・総合学科
（小論文）

出願資格、得点換算
［取得資格点/70点］ L&R+S&W：650

【総合型】専門学科・総合学科
（小論文）

出願資格、得点換算
［取得資格点/80点］ L&R+S&W：750

【総合型】専門学科・総合学科
（小論文）

出願資格、得点換算
［取得資格点/90点］ L&R+S&W：850

【総合型】専門学科・総合学科
（小論文）

出願資格、得点換算
［取得資格点/100点］ L&R+S&W：950

大阪工業大学 ロボティクス＆デザイン
工学部

ロボット工学科、システムデザイン
工学科、空間デザイン学科

【一般】共テ利用（後期C） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R 530

【一般】共テ利用（後期C） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R 630

【一般】共テ利用（後期C） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R 730

工学部 都市デザイン工学科、建築学科、
機械工学科、電気電子システム
工学科、電子情報システム工学
科、応用化学科、環境工学科、
生命工学科

【一般】共テ利用（後期C） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R 530

【一般】共テ利用（後期C） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R 630

【一般】共テ利用（後期C） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R 730

情報科学部 データサイエンス学科、情報知能
学科、情報システム学科、情報
メディア学科、ネットワークデザ
イン学科

【一般】共テ利用（後期C） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R 530

【一般】共テ利用（後期C） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R 630

【一般】共テ利用（後期C） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R 730

【学校推薦型】普通科高校特別 加点［合計得点/15点］ L&R 400

知的財産学部 知的財産学科 【一般】共テ利用（後期C） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R 530

【一般】共テ利用（後期C） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R 630

【一般】共テ利用（後期C） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R 730

【学校推薦型】普通科高校特別 加点［合計得点/15点］ L&R 400

大阪国際大学 経営経済学部 経営学科、経済学科 【一般】一般（前、中） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R 450

【一般】一般（前、中） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 550

【一般】一般（前、中） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 730
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大阪 大阪国際大学 経営経済学部 経営学科、経済学科 【一般】一般（後） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R 450

【一般】一般（後） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 550

【一般】一般（後） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 730

【学校推薦型】公募A 得点換算［＜個別＞基礎学力
調査（英語）/30点］ L&R 450

【学校推薦型】公募A 得点換算［＜個別＞基礎学力
調査（英語）/40点］ L&R 550

【学校推薦型】公募A 得点換算［＜個別＞基礎学力
調査（英語）/50点］ L&R 730

【学校推薦型】公募B 得点換算［＜個別＞基礎学力
調査（英語）/30点］ L&R 450

【学校推薦型】公募B 得点換算［＜個別＞基礎学力
調査（英語）/40点］ L&R 550

【学校推薦型】公募B 得点換算［＜個別＞基礎学力
調査（英語）/50点］ L&R 730

【総合型】AO
（資格・活動実績等方式） 出願資格、加点［資格活動実績］ L&R 420

国際教養学部 国際コミュニケーション学科、
国際観光学科

【一般】一般（前、中） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R 450

【一般】一般（前、中） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 550

【一般】一般（前、中） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 730

【一般】一般（後） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R 450

【一般】一般（後） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 550

【一般】一般（後） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 730

【学校推薦型】公募A 得点換算［＜個別＞基礎学力
調査（英語）/30点］ L&R 450

【学校推薦型】公募A 得点換算［＜個別＞基礎学力
調査（英語）/40点］ L&R 550

【学校推薦型】公募A 得点換算［＜個別＞基礎学力
調査（英語）/50点］ L&R 730

【学校推薦型】公募B 得点換算［＜個別＞基礎学力
調査（英語）/30点］ L&R 450

【学校推薦型】公募B 得点換算［＜個別＞基礎学力
調査（英語）/40点］ L&R 550

【学校推薦型】公募B 得点換算［＜個別＞基礎学力
調査（英語）/50点］ L&R 730

【総合型】AO
（資格・活動実績等方式） 出願資格、加点［資格活動実績］ L&R 420

人間科学部 心理コミュニケーション学科、
人間健康科学科、スポーツ
行動学科

【一般】一般（前、中） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R 450

【一般】一般（前、中） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 550

【一般】一般（前、中） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 730

【一般】一般（後） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R 450

【一般】一般（後） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 550

【一般】一般（後） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 730

【学校推薦型】公募A 得点換算［＜個別＞基礎学力
調査（英語）/30点］ L&R 450

【学校推薦型】公募A 得点換算［＜個別＞基礎学力
調査（英語）/40点］ L&R 550

【学校推薦型】公募A 得点換算［＜個別＞基礎学力
調査（英語）/50点］ L&R 730

【学校推薦型】公募B 得点換算［＜個別＞基礎学力
調査（英語）/30点］ L&R 450

【学校推薦型】公募B 得点換算［＜個別＞基礎学力
調査（英語）/40点］ L&R 550

【学校推薦型】公募B 得点換算［＜個別＞基礎学力
調査（英語）/50点］ L&R 730

【総合型】AO
（資格・活動実績等方式） 出願資格、加点［資格活動実績］ L&R 420

大阪産業大学 デザイン工学部 情報システム学科 【一般】資格取得者一般 出願資格 L&R 430

経営学部 経営学科、商学科 【一般】資格取得者一般 出願資格 L&R 385、Bridge 140

経済学部 経済学科、国際経済学科 【一般】資格取得者一般 出願資格 L&R 385、Bridge 140

国際学部 国際学科 【一般】資格取得者一般 出願資格 L&R 395、Bridge 140

大阪歯科大学 医療保健学部 口腔保健学科、口腔工学科 【一般】一般前、後 得点換算［＜個別＞英語］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般前、後 得点換算［＜個別＞英語］ L&R 700、
L&R+S&W：1095

【学校推薦型】A、B日程 得点換算［＜個別＞英語］ L&R 550、
L&R+S&W：790
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大阪 大阪歯科大学 医療保健学部 口腔保健学科、口腔工学科 【学校推薦型】A、B日程 得点換算［＜個別＞英語］ L&R 700、
L&R+S&W：1095

歯学部 歯学科 【一般】一般前、後 得点換算［＜個別＞英語］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般前、後 得点換算［＜個別＞英語］ L&R 700、
L&R+S&W：1095

【学校推薦型】公募制 得点換算［＜個別＞英語］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【学校推薦型】公募制 得点換算［＜個別＞英語］ L&R 700、
L&R+S&W：1095

大阪樟蔭女子大学 学芸学部 ライフプランニング学科 【総合型】活動実績アピール型 判定優遇・合否参考 ※2

化粧ファッション学科 【総合型】活動実績アピール型 判定優遇・合否参考 ※2

国際英語学科 【総合型】活動実績アピール型 判定優遇・合否参考 L&R 350＋※1

国文学科 【総合型】活動実績アピール型 判定優遇・合否参考 ※2

心理学科 【総合型】活動実績アピール型 判定優遇・合否参考 ※2

児童教育学部 児童教育学科 【総合型】活動実績アピール型 判定優遇・合否参考 ※2

大阪商業大学 経済学部 経済学科 【学校推薦型】海外留学公募
推薦（資格型） 出願資格 L&R 440、Bridge 150、

L&R+S&W：600

【学校推薦型】資格公募 出願資格、得点換算
［資格点/70点］

L&R 440、Bridge 150、
L&R+S&W：600

【学校推薦型】資格公募 出願資格、得点換算
［資格点/80点］

L&R 555、Bridge 160、
L&R+S&W：790

【学校推薦型】資格公募 出願資格、得点換算
［資格点/90点］

L&R 675、
L&R+S&W：945

【学校推薦型】資格公募 出願資格、得点換算
［資格点/100点］

L&R 785、
L&R+S&W：1095

【総合型】資格利用 出願資格 L&R 440、Bridge 150、
L&R+S&W：600

公共学部 公共学科 【学校推薦型】海外留学公募
推薦（資格型） 出願資格 L&R 440、Bridge 150、

L&R+S&W：600

【学校推薦型】資格公募 出願資格、得点換算
［資格点/70点］

L&R 440、Bridge 150、
L&R+S&W：600

【学校推薦型】資格公募 出願資格、得点換算
［資格点/80点］

L&R 555、Bridge 160、
L&R+S&W：790

【学校推薦型】資格公募 出願資格、得点換算
［資格点/90点］

L&R 675、
L&R+S&W：945

【学校推薦型】資格公募 出願資格、得点換算
［資格点/100点］

L&R 785、
L&R+S&W：1095

【総合型】資格利用 出願資格 L&R 440、Bridge 150、
L&R+S&W：600

総合経営学部 経営学科、商学科 【学校推薦型】海外留学公募
推薦（資格型） 出願資格 L&R 440、Bridge 150、

L&R+S&W：600

【学校推薦型】資格公募 出願資格、得点換算
［資格点/70点］

L&R 440、Bridge 150、
L&R+S&W：600

【学校推薦型】資格公募 出願資格、得点換算
［資格点/80点］

L&R 555、Bridge 160、
L&R+S&W：790

【学校推薦型】資格公募 出願資格、得点換算
［資格点/90点］

L&R 675、
L&R+S&W：945

【学校推薦型】資格公募 出願資格、得点換算
［資格点/100点］

L&R 785、
L&R+S&W：1095

【総合型】資格利用 出願資格 L&R 440、Bridge 150、
L&R+S&W：600

大阪女学院大学 国際・英語学部 国際・英語学科 【総合型】英語資格試験型　
一期～九期 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 500

【総合型】自己推薦 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 400、Bridge 140

大阪信愛学院大学 看護学部 看護学科 【一般】一般（前） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般（前） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般（前） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【一般】一般（中、後） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般（中、後） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般（中、後） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】公募制推薦 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3

【学校推薦型】公募制推薦 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】公募制推薦 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

教育学部 教育学科 【一般】一般（前） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般（前） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般（前） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3
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大阪 大阪信愛学院大学 教育学部 教育学科 【一般】一般（中、後） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般（中、後） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般（中、後） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】公募制推薦 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3

【学校推薦型】公募制推薦 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】公募制推薦 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

大阪成蹊大学 教育学部 教育学科 【一般】一般A、B、C、D、E、F
（3教科型）＜幼児教育コース＞ 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625

【一般】一般A、B、C、D、E、F
（3教科型）＜幼児教育コース＞ 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般A、B、C、D、E、F
（3教科型）＜幼児教育コース＞ 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1355

【一般】一般A、B、C、D、E、F
（3教科型）＜幼児教育コース＞ 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般A、B、C、D、E、F（3教
科型）＜幼児教育コース以外＞ 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625

【一般】一般A、B、C、D、E、F（3教
科型）＜幼児教育コース以外＞ 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般A、B、C、D、E、F（3教
科型）＜幼児教育コース以外＞ 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1355

【一般】一般A、B、C、D、E、F（3教
科型）＜幼児教育コース以外＞ 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（1教科型）＜幼児教育コース＞ 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（1教科型）＜幼児教育コース＞ 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（1教科型）＜幼児教育コース＞ 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1355

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（1教科型）＜幼児教育コース＞ 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（2教科型）＜幼児教育コース＞ 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（2教科型）＜幼児教育コース＞ 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（2教科型）＜幼児教育コース＞ 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1355

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（2教科型）＜幼児教育コース＞ 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G（2教
科型）＜幼児教育コース以外＞ 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G（2教
科型）＜幼児教育コース以外＞ 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G（2教
科型）＜幼児教育コース以外＞ 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1355

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G（2教
科型）＜幼児教育コース以外＞ 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【学校推薦型】A、B、C日程
（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625

【学校推薦型】A、B、C日程
（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【学校推薦型】A、B、C日程
（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1355

【学校推薦型】A、B、C日程
（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

経営学部 スポーツマネジメント学科 【総合型】B、C日程（自己推薦型） 判定優遇・合否参考 L&R 420

経営学科 【総合型】B、C日程（自己推薦型） 判定優遇・合否参考 L&R 420

経営学科、スポーツマネジメント
学科

【一般】一般A、B、C、D、E、F
（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625

【一般】一般A、B、C、D、E、F
（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般A、B、C、D、E、F
（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1355

【一般】一般A、B、C、D、E、F
（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1355

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【学校推薦型】A、B、C日程 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625

【学校推薦型】A、B、C日程 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【学校推薦型】A、B、C日程 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1355
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大阪 大阪成蹊大学 経営学部 経営学科、スポーツマネジメント
学科 【学校推薦型】A、B、C日程 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

芸術学部 造形芸術学科 【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（1教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（1教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（1教科型） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1355

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（1教科型） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1355

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【学校推薦型】A、B、C日程
（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625

【学校推薦型】A、B、C日程
（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【学校推薦型】A、B、C日程
（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1355

【学校推薦型】A、B、C日程
（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

国際観光学部 国際観光学科 【一般】一般A、B、C、D、E、F
（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625

【一般】一般A、B、C、D、E、F
（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般A、B、C、D、E、F
（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1355

【一般】一般A、B、C、D、E、F
（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1355

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【学校推薦型】A、B、C日程 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625

【学校推薦型】A、B、C日程 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【学校推薦型】A、B、C日程 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1355

【学校推薦型】A、B、C日程 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【総合型】B、C日程 判定優遇・合否参考 L&R 420

大阪電気通信大学 医療健康科学部 医療科学科 【総合型】AO（資格評価タイプ）判定優遇・合否参考 L&R 450＋※1

医療科学科、理学療法学科、
健康スポーツ科学科 【学校推薦型】公募推薦 加点［総合評価］ L&R 300

工学部 環境科学科 【総合型】AO（資格評価タイプ）判定優遇・合否参考 L&R 400＋※1

機械工学科 【総合型】AO（資格評価タイプ）判定優遇・合否参考 L&R 500＋※1

基礎理工学科 【総合型】AO（資格評価タイプ）判定優遇・合否参考 L&R 500＋※1

建築学科 【総合型】AO（資格評価タイプ）判定優遇・合否参考 L&R 500＋※1

電気電子工学科 【総合型】AO（資格評価タイプ）判定優遇・合否参考 L&R 500＋※1

電気電子工学科、電子機械工学
科、機械工学科、基礎理工学科、
環境科学科、建築学

【学校推薦型】公募推薦 加点［総合評価］ L&R 300

電子機械工学科 【総合型】AO（資格評価タイプ）判定優遇・合否参考 L&R 500＋※1

情報通信工学部 情報工学科、通信工学科 【学校推薦型】公募推薦 加点［総合評価］ L&R 300

総合情報学部 ゲーム＆メディア学科 【総合型】AO（資格評価タイプ）判定優遇・合否参考 L&R 500＋※1

デジタルゲーム学科 【総合型】AO（資格評価タイプ）判定優遇・合否参考 L&R 500＋※1

デジタルゲーム学科、情報学科、
ゲーム＆メディア学科 【学校推薦型】公募推薦 加点［総合評価］ L&R 300

関西医科大学 医学部 医学科 【学校推薦型】特色（英語型） 出願資格 L&R＋S&W：CEFR B2

関西外国語大学 英語キャリア学部 英語キャリア学科
〔小学校教員コースを除く〕

【一般】前（S） 加点［＜個別＞外国語試験
/10点］ L&R 450（R225）

【一般】前（S） 加点［＜個別＞外国語試験
/15点］ L&R 675（R335）

【一般】前（S） 加点［＜個別＞外国語試験
/20点］ L&R 860（R430）
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大阪 関西外国語大学 英語国際学部 英語国際学科 【一般】前（S） 加点［＜個別＞外国語試験
/10点］ L&R 450（R225）

【一般】前（S） 加点［＜個別＞外国語試験
/15点］ L&R 675（R335）

【一般】前（S） 加点［＜個別＞外国語試験
/20点］ L&R 860（R430）

外国語学部 英米語学科、スペイン語学科 【一般】前（S） 加点［＜個別＞外国語試験
/10点］ L&R 450（R225）

【一般】前（S） 加点［＜個別＞外国語試験
/15点］ L&R 675（R335）

【一般】前（S） 加点［＜個別＞外国語試験
/20点］ L&R 860（R430）

関西大学 システム理工学部 数学科、物理・応用物理学科、機
械工学科、電気電子情報工学科

【一般】共テ後（3科目型 英語
外部試験利用） 出願資格 L&R+S&W：790

（L&R550､S&W240）

－ 【総合型】アドミッション・オフィス 
（活動実績評価型）＜電気電子
情報工学科以外＞

出願資格、判定優遇・合否参考 ※2

外国語学部 外国語学科 【一般】一般（2教科型 英語
+1教科選択）

試験免除、得点換算［＜個別＞
外国語/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

化学生命工学部 化学物質工学、生命・生物工
学科

【総合型】アドミッション・オフィス 
（活動実績評価型）＜電気電子
情報工学科以外＞

出願資格、判定優遇・合否参考 ※2

経済学部 経済学科 【一般】一般（2教科型 英語
外部試験利用） 出願資格 L&R+S&W：790

（L&R550､S&W240）

【総合型】アドミッション・オフィス 出願資格 L&R 730＋※2

社会安全学部 安全マネジメント学科 【一般】一般（2教科型 英語
外部試験利用） 出願資格 L&R+S&W：790

（L&R550､S&W240）

商学部 商学科 【学校推薦型】公募制推薦 出願資格 L&R 490

【総合型】アドミッション・オフィス 出願資格 L&R 740＋※2

政策創造学部 政策学科、国際アジア学科 【一般】一般（2教科型 英語
外部試験利用） 出願資格 L&R+S&W：790

（L&R550､S&W240）
【総合型】アドミッション・オフィス
（国際活動志向型） 出願資格 L&R+S&W：1095

（L&R785､S&W310）

総合情報学部 総合情報学科 【総合型】アドミッション・オフィス
（活動実績評価型） 出願資格、判定優遇・合否参考 ※2

都市環境工学部 建築学科、都市システム工学科、
エネルギー環境・化学工学科

【総合型】アドミッション・オフィス 
（活動実績評価型）＜電気電子
情報工学科以外＞

出願資格、判定優遇・合否参考 ※2

人間健康学部 人間健康学科 【一般】一般（2教科型 英語
外部試験利用） 出願資格 L&R+S&W：790

（L&R550､S&W240）

文学部 総合人文学科 【一般】共テ前（2科目型 英語
外部試験重視）

出願資格、得点換算［＜共テ＞
英語/160点］

L&R+S&W：
L&R550､S&W240

【一般】共テ前（2科目型 英語
外部試験重視）

出願資格、得点換算［＜共テ＞
英語/180点］

L&R+S&W：
L&R670､S&W275

【一般】共テ前（2科目型 英語
外部試験重視）

出願資格、得点換算［＜共テ＞
英語/200点］

L&R+S&W：
L&R785､S&W310

【総合型】アドミッション・オフィス
（外国語能力重視型） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 500

総合人文学科
<初等教育学専修以外>

【一般】一般（2教科型 英語
外部試験利用） 出願資格 L&R+S&W：790

（L&R550､S&W240）

法学部 法学政治学科 【一般】一般（2教科型 英語
外部試験利用） 出願資格 L&R+S&W：790

（L&R550､S&W240）
【総合型】アドミッション・オフィス
（Ⅰ型）

試験免除
［＜第1次選考＞小論文］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

近畿大学 経営学部 経営学科、商学科、会計学科、
キャリア・マネジメント学科

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

経済学部 経済学科、国際経済学科、
総合経済政策学科

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

建築学部 建築学科 【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

工学部 化学生命工学科、機械工学科、
ロボティクス学科、電子情報工
学科、情報学科、建築学科

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

【総合型】AO 判定優遇・合否参考 ※1

国際学部 国際学科 【一般】A、B（A、Bともスタンダード方
式、高得点科目重視方式）、後（高
得点方式）、国際学部独自（Aのみ）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/70点］ L&R+S&W：600
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大阪 近畿大学 国際学部 国際学科 【一般】A、B（A、Bともスタンダード方式、
高得点科目重視方式）、後（高得点
方式）、国際学部独自（Aのみ）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/85点］ L&R+S&W：650

【一般】A、B（A、Bともスタンダード方式、
高得点科目重視方式）、後（高得点
方式）、国際学部独自（Aのみ）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/100点］ L&R+S&W：750

【学校推薦型】一般公募
（国際学部独自方式を除く） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募
（国際学部独自方式を除く） 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募
（国際学部独自方式を除く） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

国際学科〔グローバル専攻〕 【総合型】AO 出願資格 L&R+S&W：560

産業理工学部 生物環境化学科、電気電子
工学科、建築・デザイン学科、
情報学科、経営ビジネス学科

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

情報学部 情報学科 【学校推薦型】一般公募
（情報学部独自方式を除く） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募
（情報学部独自方式を除く） 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募
（情報学部独自方式を除く） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

生物理工学部 生物工学科、遺伝子工学科、
食品安全工学科、生命情報
工学科、人間環境デザイン
工学科、医用工学科

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

総合社会学部 総合社会学科 【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

農学部 応用生命化学科 【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

環境管理学科 【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

食品栄養学科 【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

水産学科 【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

生物機能科学科 【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

農業生産科学科 【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

文芸学部 芸術学科 【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

文化デザイン学科 【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750
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大阪 近畿大学 文芸学部 文学科〔英語英米文学専攻〕【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

文化・歴史学科 【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

法学部 法律学科 【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

薬学部 創薬科学科 【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

理工学部 エネルギー物質学科 【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

応用化学科 【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

機械工学科 【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

社会環境工学科 【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

生命科学科 【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

電気電子通信工学科 【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

理学科 【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

四天王寺大学 看護学部 看護学科 【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150
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大阪 四天王寺大学 看護学部 看護学科 【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【総合型】特別活動型 加点［評価点/10点］ L&R 350

【総合型】特別活動型 加点［評価点/15点］ L&R 420

【総合型】特別活動型 加点［評価点/20点］ L&R 500

教育学部 教育学科
〔英語教育・小学校コース〕

【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

教育学科〔小学校教育コース〕【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

教育学科〔保健教育コース〕 【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

教育学科〔幼児教育保育コース〕【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350
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大阪 四天王寺大学 教育学部 教育学科〔幼児教育保育コース〕【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

教育学科 【総合型】特別活動型 加点［評価点/10点］ L&R 350

【総合型】特別活動型 加点［評価点/15点］ L&R 420

【総合型】特別活動型 加点［評価点/20点］ L&R 500

経営学部 経営学科 【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【総合型】特別活動型 加点［評価点/10点］ L&R 350

【総合型】特別活動型 加点［評価点/15点］ L&R 420

【総合型】特別活動型 加点［評価点/20点］ L&R 500

人文社会学部 国際キャリア学科 【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【学校推薦型】同窓生 出願資格 L&R 550

社会学科 【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350
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大阪 四天王寺大学 人文社会学部 社会学科 【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

日本学科 【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

日本学科、国際キャリア学科、
社会学科、人間福祉学科

【総合型】特別活動型 加点［評価点/10点］ L&R 350

【総合型】特別活動型 加点［評価点/15点］ L&R 420

【総合型】特別活動型 加点［評価点/20点］ L&R 500

人間福祉学科 【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

摂南大学 看護学部 看護学科 【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R+S&W：1560

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1845

【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

得点換算
［＜適性検査＞英語/80%］ L&R+S&W：1150

【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

得点換算
［＜適性検査＞英語/90%］ L&R+S&W：1560

【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

試験免除、得点換算
［＜適性検査＞英語/100%］ L&R+S&W：1845
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大阪 摂南大学 看護学部 看護学科 【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/3点］ L&R 300

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/6点］ L&R 400

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/10点］ L&R 530

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/13点］ L&R 730

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/15点］ L&R 880

経営学部 経営学科 【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R+S&W：1560

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1845

【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

得点換算
［＜適性検査＞英語/80%］ L&R+S&W：1150

【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

得点換算
［＜適性検査＞英語/90%］ L&R+S&W：1560

【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

試験免除、得点換算
［＜適性検査＞英語/100%］ L&R+S&W：1845

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/3点］ L&R 300

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/6点］ L&R 400

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/10点］ L&R 530

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/13点］ L&R 730

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/15点］ L&R 880

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/3点］ L&R 300

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/6点］ L&R 400

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/10点］ L&R 530

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/13点］ L&R 730

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/15点］ L&R 880

経済学部 経済学科 【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R+S&W：1560

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1845

【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

得点換算
［＜適性検査＞英語/80%］ L&R+S&W：1150

【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

得点換算
［＜適性検査＞英語/90%］ L&R+S&W：1560

【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

試験免除、得点換算
［＜適性検査＞英語/100%］ L&R+S&W：1845

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/3点］ L&R 300

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/6点］ L&R 400

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/10点］ L&R 530

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/13点］ L&R 730

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/15点］ L&R 880

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/3点］ L&R 300

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/6点］ L&R 400

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/10点］ L&R 530

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/13点］ L&R 730

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/15点］ L&R 880

国際学部 国際学科 【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R+S&W：1560

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1845

【学校推薦型】
課外活動優秀者推薦入試 出願資格 L&R 300

【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

得点換算
［＜適性検査＞英語/80%］ L&R+S&W：1150

【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

得点換算
［＜適性検査＞英語/90%］ L&R+S&W：1560
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大阪 摂南大学 国際学部 国際学科 【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

試験免除、得点換算
［＜適性検査＞英語/100%］ L&R+S&W：1845

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/3点］ L&R 300

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/6点］ L&R 400

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/10点］ L&R 530

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/13点］ L&R 730

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/15点］ L&R 880

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/3点］ L&R 300

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/6点］ L&R 400

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/10点］ L&R 530

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/13点］ L&R 730

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/15点］ L&R 880

【総合型】AO 判定優遇・合否参考 L&R 400

農学部 応用生物科学科 【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R+S&W：1560

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1845

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/3点］ L&R 300

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/6点］ L&R 400

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/10点］ L&R 530

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/13点］ L&R 730

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/15点］ L&R 880

食農ビジネス学科 【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R+S&W：1560

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1845

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/3点］ L&R 300

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/6点］ L&R 400

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/10点］ L&R 530

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/13点］ L&R 730

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/15点］ L&R 880

食品栄養学科 【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R+S&W：1560

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1845

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/3点］ L&R 300

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/6点］ L&R 400

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/10点］ L&R 530

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/13点］ L&R 730

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/15点］ L&R 880

農業生産学科 【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R+S&W：1560

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1845

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/3点］ L&R 300

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/6点］ L&R 400

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/10点］ L&R 530

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/13点］ L&R 730
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大阪 摂南大学 農学部 農業生産学科 【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/15点］ L&R 880

農業生産学科、応用生物科
学科、食品栄養学科、食農ビ
ジネス学科

【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

得点換算
［＜適性検査＞英語/80%］ L&R+S&W：1150

【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

得点換算
［＜適性検査＞英語/90%］ L&R+S&W：1560

【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

試験免除、得点換算
［＜適性検査＞英語/100%］ L&R+S&W：1845

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/3点］ L&R 300

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/6点］ L&R 400

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/10点］ L&R 530

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/13点］ L&R 730

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/15点］ L&R 880

法学部 法律学科 【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R+S&W：1560

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1845

【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

得点換算
［＜適性検査＞英語/80%］ L&R+S&W：1150

【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

得点換算
［＜適性検査＞英語/90%］ L&R+S&W：1560

【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

試験免除、得点換算
［＜適性検査＞英語/100%］ L&R+S&W：1845

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/3点］ L&R 300

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/6点］ L&R 400

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/10点］ L&R 530

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/13点］ L&R 730

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/15点］ L&R 880

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/3点］ L&R 300

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/6点］ L&R 400

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/10点］ L&R 530

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/13点］ L&R 730

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/15点］ L&R 880

薬学部 薬学科 【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R+S&W：1560

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1845

【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

得点換算
［＜適性検査＞英語/80%］ L&R+S&W：1150

【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

得点換算
［＜適性検査＞英語/90%］ L&R+S&W：1560

【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

試験免除、得点換算
［＜適性検査＞英語/100%］ L&R+S&W：1845

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/3点］ L&R 300

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/6点］ L&R 400

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/10点］ L&R 530

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/13点］ L&R 730

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/15点］ L&R 880

理工学部 機械工学科 【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R+S&W：1560

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1845

建築学科 【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R+S&W：1560

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1845

住環境デザイン学科 【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R+S&W：1150
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大阪 摂南大学 理工学部 住環境デザイン学科 【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R+S&W：1560

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1845

生命科学科 【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R+S&W：1560

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1845

生命科学科、住環境デザイン
学科、建築学科、都市環境工
学科、機械工学科、電気電子
工学科

【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

得点換算
［＜適性検査＞英語/80%］ L&R+S&W：1150

【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

得点換算
［＜適性検査＞英語/90%］ L&R+S&W：1560

【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

試験免除、得点換算
［＜適性検査＞英語/100%］ L&R+S&W：1845

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/3点］ L&R 300

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/6点］ L&R 400

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/10点］ L&R 530

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/13点］ L&R 730

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/15点］ L&R 880

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/3点］ L&R 300

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/6点］ L&R 400

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/10点］ L&R 530

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/13点］ L&R 730

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/15点］ L&R 880

電気電子工学科 【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R+S&W：1560

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1845

都市環境工学科 【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R+S&W：1560

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1845

相愛大学 人文学部 人文学科 【学校推薦型】公募制推薦 加点［総合点/3点］ L&R 430

【学校推薦型】公募制推薦 加点［総合点/5点］ L&R 530

帝塚山学院大学 リベラルアーツ学部 リベラルアーツ学科 【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【一般】S（2科目） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3

【一般】S（2科目） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】S（2科目） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【一般】S（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3

【一般】S（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】S（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テA日程併用 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3

【一般】共テA日程併用 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テA日程併用 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】
スペシャルスキル型 判定優遇・合否参考 ※1

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格加点/10点］ L&R 350

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格加点/20点］ L&R 420

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格加点/30点］ L&R 500

【学校推薦型】前期、後期 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3
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大阪 帝塚山学院大学 リベラルアーツ学部 リベラルアーツ学科 【学校推薦型】前期、後期 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】前期、後期 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【総合型】AO（学力重視型Ⅰ、オープン
キャンパス体験型、課題探究型、プレ
ゼンテーション型）、学力重視型Ⅱ

判定優遇・合否参考 L&R 420

人間科学部 食物栄養学科 【学校推薦型】
スペシャルスキル型 判定優遇・合否参考 ※1

食物栄養学科
〔管理栄養士課程〕

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【一般】S（2科目） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3

【一般】S（2科目） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】S（2科目） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【一般】S（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3

【一般】S（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】S（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テA日程併用 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3

【一般】共テA日程併用 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テA日程併用 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】前期、後期 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3

【学校推薦型】前期、後期 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】前期、後期 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

食物栄養学科
〔健康実践栄養士課程〕

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【一般】S（2科目） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3

【一般】S（2科目） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】S（2科目） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【一般】S（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3

【一般】S（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】S（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テA日程併用 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3

【一般】共テA日程併用 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テA日程併用 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格加点/10点］ L&R 350

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格加点/20点］ L&R 420

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格加点/30点］ L&R 500

【学校推薦型】前期、後期 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3

【学校推薦型】前期、後期 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】前期、後期 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

心理学科 【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】S（2科目） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625

【一般】S（2科目） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】S（2科目） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560
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大阪 帝塚山学院大学 人間科学部 心理学科 【一般】S（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625

【一般】S（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】S（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】共テA日程併用 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625

【一般】共テA日程併用 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】共テA日程併用 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【学校推薦型】
スペシャルスキル型 判定優遇・合否参考 ※1

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格加点/10点］ L&R 350

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格加点/20点］ L&R 420

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格加点/30点］ L&R 500

【学校推薦型】前期、後期 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625

【学校推薦型】前期、後期 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【学校推薦型】前期、後期 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

常磐会学園大学 国際こども教育学部 国際こども教育学科 【一般】一般前、後 加点［＜個別＞総点/5点］ L&R+S&W：625

【一般】一般前、後 加点［＜個別＞総点/10点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般前、後 加点［＜個別＞総点/20点］ L&R+S&W：1560

【学校推薦型】学校推薦型
（公募） 加点［総点/5点］ L&R+S&W：625

【学校推薦型】学校推薦型
（公募） 加点［総点/10点］ L&R+S&W：1150

【学校推薦型】学校推薦型
（公募） 加点［総点/20点］ L&R+S&W：1560

阪南大学 経営情報学部 経営情報学科 【学校推薦型】公募制（前、後） 加点［資格点/70点］ L&R 450

【学校推薦型】公募制（前、後） 加点［資格点/80点］ L&R 550

【学校推薦型】公募制（前、後） 加点［資格点/100点］ L&R 740

【総合型】資格活用型 出願資格 L&R 350

経済学部 経済学科 【学校推薦型】公募制（前、後） 加点［資格点/70点］ L&R 450

【学校推薦型】公募制（前、後） 加点［資格点/80点］ L&R 550

【学校推薦型】公募制（前、後） 加点［資格点/100点］ L&R 740

【総合型】資格活用型 出願資格 L&R 350

国際コミュニケーション
学部

国際コミュニケーション学科 【学校推薦型】公募制（前、後） 加点［資格点/70点］ L&R 450

【学校推薦型】公募制（前、後） 加点［資格点/80点］ L&R 550

【学校推薦型】公募制（前、後） 加点［資格点/100点］ L&R 740

【総合型】資格活用型 出願資格 L&R 350

国際観光学部 国際観光学科 【学校推薦型】公募制（前、後） 加点［資格点/70点］ L&R 450

【学校推薦型】公募制（前、後） 加点［資格点/80点］ L&R 550

【学校推薦型】公募制（前、後） 加点［資格点/100点］ L&R 740

【総合型】資格活用型 出願資格 L&R 350

流通学部 流通学科 【学校推薦型】公募制（前、後） 加点［資格点/70点］ L&R 450

【学校推薦型】公募制（前、後） 加点［資格点/80点］ L&R 550

【学校推薦型】公募制（前、後） 加点［資格点/100点］ L&R 740

【総合型】資格活用型 出願資格 L&R 350

桃山学院教育大学 人間教育学部 人間教育学科 【一般】一般（前、中）2教科型 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：385

【一般】一般（前、中）2教科型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：790

【一般】一般（前、中）2教科型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1095

【一般】一般（前、中）3教科型 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：385
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大阪 桃山学院教育大学 人間教育学部 人間教育学科 【一般】一般（前、中）3教科型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：790

【一般】一般（前、中）3教科型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1095

【一般】一般（後） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：385

【一般】一般（後） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：790

【一般】一般（後） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1095

【学校推薦型】公募制（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：385

【学校推薦型】公募制（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：790

【学校推薦型】公募制（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1095

桃山学院大学 ビジネスデザイン学部 ビジネスデザイン学科 【一般】学科試験型
（前期、中期）2教科型、後期

得点換算［＜個別＞英語試験
/70点］ L&R+S&W：385

【一般】学科試験型
（前期、中期）2教科型、後期

得点換算［＜個別＞英語試験
/80点］ L&R+S&W：790

【一般】学科試験型
（前期、中期）2教科型、後期

得点換算［＜個別＞英語試験
/100点］ L&R+S&W：1095

【一般】学科試験型
（前期、中期）3教科型

得点換算［＜個別＞英語試験
/70点］ L&R+S&W：385

【一般】学科試験型
（前期、中期）3教科型

得点換算［＜個別＞英語試験
/80点］ L&R+S&W：790

【一般】学科試験型
（前期、中期）3教科型

得点換算［＜個別＞英語試験
/100点］ L&R+S&W：1095

【総合型】企業採用型 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：385

経営学部 経営学科 【一般】学科試験型
（前期、中期）2教科型、後期

得点換算［＜個別＞英語試験
/70点］ L&R+S&W：385

【一般】学科試験型
（前期、中期）2教科型、後期

得点換算［＜個別＞英語試験
/80点］ L&R+S&W：790

【一般】学科試験型
（前期、中期）2教科型、後期

得点換算［＜個別＞英語試験
/100点］ L&R+S&W：1095

【一般】学科試験型
（前期、中期）3教科型

得点換算［＜個別＞英語試験
/70点］ L&R+S&W：385

【一般】学科試験型
（前期、中期）3教科型

得点換算［＜個別＞英語試験
/80点］ L&R+S&W：790

【一般】学科試験型
（前期、中期）3教科型

得点換算［＜個別＞英語試験
/100点］ L&R+S&W：1095

【学校推薦型】公募制、専門
学科・総合学科、特別活動 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：385

【学校推薦型】公募制、専門
学科・総合学科、特別活動 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：790

【学校推薦型】公募制、専門
学科・総合学科、特別活動 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1095

【総合型】専願制 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：385

【総合型】併願制 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：385

経済学部 経済学科 【一般】学科試験型
（前期、中期）2教科型、後期

得点換算［＜個別＞英語試験
/70点］ L&R+S&W：385

【一般】学科試験型
（前期、中期）2教科型、後期

得点換算［＜個別＞英語試験
/80点］ L&R+S&W：790

【一般】学科試験型
（前期、中期）2教科型、後期

得点換算［＜個別＞英語試験
/100点］ L&R+S&W：1095

【一般】学科試験型
（前期、中期）3教科型

得点換算［＜個別＞英語試験
/70点］ L&R+S&W：385

【一般】学科試験型
（前期、中期）3教科型

得点換算［＜個別＞英語試験
/80点］ L&R+S&W：790

【一般】学科試験型
（前期、中期）3教科型

得点換算［＜個別＞英語試験
/100点］ L&R+S&W：1095

【学校推薦型】公募制、専門
学科・総合学科、特別活動 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：385

【学校推薦型】公募制、専門
学科・総合学科、特別活動 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：790

【学校推薦型】公募制、専門
学科・総合学科、特別活動 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1095

【総合型】専願制 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：385

【総合型】併願制 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：385

国際教養学部 英語・国際文化学科 【一般】学科試験型
（前期、中期）2教科型、後期

得点換算［＜個別＞英語試験
/70点］ L&R+S&W：385

【一般】学科試験型
（前期、中期）2教科型、後期

得点換算［＜個別＞英語試験
/80点］ L&R+S&W：790

【一般】学科試験型
（前期、中期）2教科型、後期

得点換算［＜個別＞英語試験
/100点］ L&R+S&W：1095

【一般】学科試験型
（前期、中期）3教科型

得点換算［＜個別＞英語試験
/70点］ L&R+S&W：385

【一般】学科試験型
（前期、中期）3教科型

得点換算［＜個別＞英語試験
/80点］ L&R+S&W：790

【一般】学科試験型
（前期、中期）3教科型

得点換算［＜個別＞英語試験
/100点］ L&R+S&W：1095
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大阪 桃山学院大学 国際教養学部 英語・国際文化学科 【学校推薦型】公募制、専門
学科・総合学科、特別活動 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：385

【学校推薦型】公募制、専門
学科・総合学科、特別活動 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：790

【学校推薦型】公募制、専門
学科・総合学科、特別活動 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1095

【総合型】併願制 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：385

【総合型】併願制 加点［総合点/10点］ L&R+S&W：790

英語・国際文化学科
〔国際教養学部〕

【総合型】専願制 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：385

【総合型】専願制 加点［総合点/20点］ L&R+S&W：790

社会学部 ソーシャルデザイン学科 【学校推薦型】公募制、専門
学科・総合学科、特別活動 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：385

【学校推薦型】公募制、専門
学科・総合学科、特別活動 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：790

【学校推薦型】公募制、専門
学科・総合学科、特別活動 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1095

社会学科 【学校推薦型】公募制、専門
学科・総合学科、特別活動 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：385

【学校推薦型】公募制、専門
学科・総合学科、特別活動 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：790

【学校推薦型】公募制、専門
学科・総合学科、特別活動 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1095

社会学科、ソーシャルデザイン
学科

【総合型】専願制 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：385

【総合型】併願制 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：385

社会学科、ソーシャルデザイン
学科（福祉）

【一般】学科試験型
（前期、中期）2教科型、後期

得点換算［＜個別＞英語試験
/70点］ L&R+S&W：385

【一般】学科試験型
（前期、中期）2教科型、後期

得点換算［＜個別＞英語試験
/80点］ L&R+S&W：790

【一般】学科試験型
（前期、中期）2教科型、後期

得点換算［＜個別＞英語試験
/100点］ L&R+S&W：1095

【一般】学科試験型
（前期、中期）3教科型

得点換算［＜個別＞英語試験
/70点］ L&R+S&W：385

【一般】学科試験型
（前期、中期）3教科型

得点換算［＜個別＞英語試験
/80点］ L&R+S&W：790

【一般】学科試験型
（前期、中期）3教科型

得点換算［＜個別＞英語試験
/100点］ L&R+S&W：1095

法学部 法律学科 【一般】学科試験型
（前期、中期）2教科型、後期

得点換算［＜個別＞英語試験
/70点］ L&R+S&W：385

【一般】学科試験型
（前期、中期）2教科型、後期

得点換算［＜個別＞英語試験
/80点］ L&R+S&W：790

【一般】学科試験型
（前期、中期）2教科型、後期

得点換算［＜個別＞英語試験
/100点］ L&R+S&W：1095

【一般】学科試験型
（前期、中期）3教科型

得点換算［＜個別＞英語試験
/70点］ L&R+S&W：385

【一般】学科試験型
（前期、中期）3教科型

得点換算［＜個別＞英語試験
/80点］ L&R+S&W：790

【一般】学科試験型
（前期、中期）3教科型

得点換算［＜個別＞英語試験
/100点］ L&R+S&W：1095

【学校推薦型】公募制、専門
学科・総合学科、特別活動 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：385

【学校推薦型】公募制、専門
学科・総合学科、特別活動 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：790

【学校推薦型】公募制、専門
学科・総合学科、特別活動 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1095

【総合型】専願制 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：385

【総合型】併願制 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：385

大和大学 教育学部 教育学科 【学校推薦型】公募制推薦 試験免除、得点換算［＜個別＞
英語/100%］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】公募制推薦 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】公募制推薦 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

教育学科〔英語教育専攻〕 【一般】（前、中） 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】（前、中） 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】（前、中） 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】（後） 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】（後） 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】（後） 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後） 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後） 得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3
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大阪 大和大学 教育学部 教育学科〔英語教育専攻〕 【一般】共テ（前）3教科型、（後） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）5教科型 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）5教科型 得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テ（前）5教科型 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【総合型】教育学部
「英語教育専攻」の特別選抜 出願資格 L&R+S&W：1560※3

教育学科〔国語教育専攻〕 【一般】（前、中） 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】（前、中） 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】（前、中） 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】（後） 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】（後） 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】（後） 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）5教科型 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）5教科型 得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テ（前）5教科型 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

教育学科〔初等幼児教育専攻〕【一般】（前、中） 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】（前、中） 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】（前、中） 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】（後） 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】（後） 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】（後） 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）5教科型 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）5教科型 得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テ（前）5教科型 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

教育学科〔数学教育専攻〕 【一般】（前、中） 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】（前、中） 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】（前、中） 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】（後） 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】（後） 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】（後） 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3



183

都道
府県 学　校 学　部 学　科 【試験形態】入試名 活用方法 基準スコア

大阪 大和大学 教育学部 教育学科〔数学教育専攻〕 【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）5教科型 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）5教科型 得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テ（前）5教科型 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

社会学部 社会学科 【一般】（前、中）3教科選択型 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】（前、中）3教科選択型 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】（前、中）3教科選択型 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】（前、中、後）2教科選択型 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】（前、中、後）2教科選択型 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】（前、中、後）2教科選択型 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）5教科型 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）5教科型 得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テ（前）5教科型 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】公募制推薦 試験免除、得点換算［＜個別＞
英語/100%］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】公募制推薦 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】公募制推薦 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

政治経済学部 政治・政策学科、経済経営学科 【一般】（前、中）2教科選択型 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】（前、中）2教科選択型 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】（前、中）2教科選択型 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】（前、中）3教科選択型 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】（前、中）3教科選択型 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】（前、中）3教科選択型 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】（後）2教科選択型 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】（後）2教科選択型 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】（後）2教科選択型 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）5教科型 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）5教科型 得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テ（前）5教科型 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】公募制推薦 試験免除、得点換算［＜個別＞
英語/100%］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】公募制推薦 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】公募制推薦 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

保健医療学部 看護学科、総合リハビリテー
ション学科

【一般】（前、中）2教科選択型 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】（前、中）2教科選択型 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】（前、中）2教科選択型 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3
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大阪 大和大学 保健医療学部 看護学科、総合リハビリテー
ション学科

【一般】（前、中）3教科選択型 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】（前、中）3教科選択型 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】（前、中）3教科選択型 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】（後） 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】（後） 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】（後） 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）5教科型 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）5教科型 得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テ（前）5教科型 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】公募制推薦 試験免除、得点換算［＜個別＞
英語/100%］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】公募制推薦 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】公募制推薦 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

理工学部 理工学科 【一般】（後） 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】（後） 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】（後） 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】公募制推薦 試験免除、得点換算［＜個別＞
英語/100%］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】公募制推薦 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】公募制推薦 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

理工学科〔機械工学専攻〕 【一般】（前、中）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】（前、中）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】（前、中）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テ（前）4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

理工学科〔建築学専攻〕 【一般】（前、中）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】（前、中）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】（前、中）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テ（前）4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3
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大阪 大和大学 理工学部 理工学科〔建築学専攻〕 【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

理工学科〔情報科学専攻〕 【一般】（前、中）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】（前、中）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】（前、中）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テ（前）4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

理工学科〔数理科学専攻〕 【一般】（前、中）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】（前、中）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】（前、中）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テ（前）4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

理工学科〔電気電子工学専攻〕【一般】（前、中）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】（前、中）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】（前、中）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テ（前）4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

兵庫 芦屋大学 経営教育学部 経営教育学科 【一般】一般 加点［＜書類審査＞資格・検定］※2

【総合型】総合型 加点［＜書類審査＞資格・検定］※2

臨床教育学部 教育学科 【一般】一般 加点［＜書類審査＞資格・検定］※2

【総合型】総合型 加点［＜書類審査＞資格・検定］※2

児童教育学科 【一般】一般 加点［＜書類審査＞資格・検定］※2

国
公
立
大
学

北
海
道
・
東
北

東
京

関
東
・
甲
信
越

東
海
・
北
陸

近
畿

中
国
・
四
国

九
州
・
沖
縄

私立
大学

私立
大学

私立
大学

私立
大学

私立
大学

私立
大学

私立
大学



186

都道
府県 学　校 学　部 学　科 【試験形態】入試名 活用方法 基準スコア

兵庫 芦屋大学 臨床教育学部 児童教育学科 【総合型】総合型 加点［＜書類審査＞資格・検定］ ※2

関西国際大学 教育学部 教育福祉学科 【一般】一般前A、B、中、後／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般前A、B、中、後／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/120点］L&R+S&W：1150※3

【一般】一般前A、B、中、後／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/135点］L&R+S&W：1560※3

【一般】一般前A、B、中、後／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般前A、B、中、後／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般前A、B、中、後／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】英語面接利用型／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：625※3

【一般】英語面接利用型／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/120点］L&R+S&W：1150※3

【一般】英語面接利用型／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/135点］L&R+S&W：1560※3

【一般】英語面接利用型／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【一般】英語面接利用型／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】英語面接利用型／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】公募制入試2教科型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：625※3

【総合型】公募制入試2教科型 得点換算［＜個別＞英語/120点］L&R+S&W：1150※3

【総合型】公募制入試2教科型 得点換算［＜個別＞英語/135点］L&R+S&W：1560※3

【総合型】公募制入試3教科型 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【総合型】公募制入試3教科型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【総合型】公募制入試3教科型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

経営学部 経営学科 【一般】一般前A、B、中、後／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般前A、B、中、後／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/120点］L&R+S&W：1150※3

【一般】一般前A、B、中、後／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/135点］L&R+S&W：1560※3

【一般】一般前A、B、中、後／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般前A、B、中、後／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般前A、B、中、後／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】英語面接利用型／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：625※3

【一般】英語面接利用型／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/120点］L&R+S&W：1150※3

【一般】英語面接利用型／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/135点］L&R+S&W：1560※3

【一般】英語面接利用型／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【一般】英語面接利用型／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】英語面接利用型／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】公募制入試2教科型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：625※3

【総合型】公募制入試2教科型 得点換算［＜個別＞英語/120点］L&R+S&W：1150※3

【総合型】公募制入試2教科型 得点換算［＜個別＞英語/135点］L&R+S&W：1560※3

【総合型】公募制入試3教科型 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【総合型】公募制入試3教科型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【総合型】公募制入試3教科型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

国際コミュニケーション
学部

英語コミュニケーション学科、
観光学科

【一般】一般前A、B、中、後／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般前A、B、中、後／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/120点］L&R+S&W：1150※3

【一般】一般前A、B、中、後／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/135点］L&R+S&W：1560※3

【一般】一般前A、B、中、後／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般前A、B、中、後／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般前A、B、中、後／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3
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兵庫 関西国際大学 国際コミュニケーション
学部

英語コミュニケーション学科、
観光学科

【一般】英語面接利用型／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：625※3

【一般】英語面接利用型／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/120点］L&R+S&W：1150※3

【一般】英語面接利用型／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/135点］L&R+S&W：1560※3

【一般】英語面接利用型／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【一般】英語面接利用型／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】英語面接利用型／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】公募制入試2教科型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：625※3

【総合型】公募制入試2教科型 得点換算［＜個別＞英語/120点］L&R+S&W：1150※3

【総合型】公募制入試2教科型 得点換算［＜個別＞英語/135点］L&R+S&W：1560※3

【総合型】公募制入試3教科型 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【総合型】公募制入試3教科型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【総合型】公募制入試3教科型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

社会学部 社会学科 【一般】一般前A、B、中、後／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般前A、B、中、後／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/120点］L&R+S&W：1150※3

【一般】一般前A、B、中、後／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/135点］L&R+S&W：1560※3

【一般】一般前A、B、中、後／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般前A、B、中、後／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般前A、B、中、後／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】英語面接利用型／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：625※3

【一般】英語面接利用型／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/120点］L&R+S&W：1150※3

【一般】英語面接利用型／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/135点］L&R+S&W：1560※3

【一般】英語面接利用型／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【一般】英語面接利用型／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】英語面接利用型／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】公募制入試2教科型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：625※3

【総合型】公募制入試2教科型 得点換算［＜個別＞英語/120点］L&R+S&W：1150※3

【総合型】公募制入試2教科型 得点換算［＜個別＞英語/135点］L&R+S&W：1560※3

【総合型】公募制入試3教科型 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【総合型】公募制入試3教科型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【総合型】公募制入試3教科型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

心理学部 心理学科 【一般】一般前A、B、中、後／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般前A、B、中、後／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/120点］L&R+S&W：1150※3

【一般】一般前A、B、中、後／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/135点］L&R+S&W：1560※3

【一般】一般前A、B、中、後／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般前A、B、中、後／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般前A、B、中、後／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】英語面接利用型／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：625※3

【一般】英語面接利用型／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/120点］L&R+S&W：1150※3

【一般】英語面接利用型／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/135点］L&R+S&W：1560※3

【一般】英語面接利用型／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【一般】英語面接利用型／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】英語面接利用型／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】公募制入試2教科型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：625※3
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府県 学　校 学　部 学　科 【試験形態】入試名 活用方法 基準スコア

兵庫 関西国際大学 心理学部 心理学科 【総合型】公募制入試2教科型 得点換算［＜個別＞英語/120点］L&R+S&W：1150※3

【総合型】公募制入試2教科型 得点換算［＜個別＞英語/135点］L&R+S&W：1560※3

【総合型】公募制入試3教科型 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【総合型】公募制入試3教科型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【総合型】公募制入試3教科型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

保健医療学部 看護学科 【一般】一般前A、B、中、後／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般前A、B、中、後／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般前A、B、中、後／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】英語面接利用型／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【一般】英語面接利用型／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】英語面接利用型／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】公募制入試3教科型 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【総合型】公募制入試3教科型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【総合型】公募制入試3教科型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

関西福祉大学 看護学部 看護学科 【一般】前 得点換算［＜個別＞英語試験
/70%］ L&R+S&W：625

【一般】前 得点換算［＜個別＞英語試験
/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】前 得点換算［＜個別＞英語試験
/90%］ L&R+S&W：1560

【一般】前期共テプラス 得点換算［＜個別＞英語試験
/70%］ L&R+S&W：625

【一般】前期共テプラス 得点換算［＜個別＞英語試験
/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】前期共テプラス 得点換算［＜個別＞英語試験
/90%］ L&R+S&W：1560

【一般】後（科目試験方式） 得点換算［＜個別＞英語試験
/70%］ L&R+S&W：625

【一般】後（科目試験方式） 得点換算［＜個別＞英語試験
/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】後（科目試験方式） 得点換算［＜個別＞英語試験
/90%］ L&R+S&W：1560

【総合型】公募制選抜
（基礎テスト重視型）

得点換算［＜個別＞基礎知識
テスト（英語）/70%］ L&R+S&W：625

【総合型】公募制選抜
（基礎テスト重視型）

得点換算［＜個別＞基礎知識
テスト（英語）/80%］ L&R+S&W：1150

【総合型】公募制選抜
（基礎テスト重視型）

得点換算［＜個別＞基礎知識
テスト（英語）/90%］ L&R+S&W：1560

【総合型】特色選抜
（看護探究型）

得点換算［＜個別＞基礎知識
テスト（英語）/70%］ L&R+S&W：625

【総合型】特色選抜
（看護探究型）

得点換算［＜個別＞基礎知識
テスト（英語）/80%］ L&R+S&W：1150

【総合型】特色選抜
（看護探究型）

得点換算［＜個別＞基礎知識
テスト（英語）/90%］ L&R+S&W：1560

教育学部 児童教育学科 【総合型】公募制選抜
（基礎テスト重視型）

得点換算［＜個別＞基礎知識
テスト（英語）/70%］ L&R+S&W：625

【総合型】公募制選抜
（基礎テスト重視型）

得点換算［＜個別＞基礎知識
テスト（英語）/80%］ L&R+S&W：1150

【総合型】公募制選抜
（基礎テスト重視型）

得点換算［＜個別＞基礎知識
テスト（英語）/90%］ L&R+S&W：1560

児童教育学科、保健教育学科【一般】前 得点換算［＜個別＞英語試験
/70%］ L&R+S&W：625

【一般】前 得点換算［＜個別＞英語試験
/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】前 得点換算［＜個別＞英語試験
/90%］ L&R+S&W：1560

【一般】前期共テプラス 得点換算［＜個別＞英語試験
/70%］ L&R+S&W：625

【一般】前期共テプラス 得点換算［＜個別＞英語試験
/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】前期共テプラス 得点換算［＜個別＞英語試験
/90%］ L&R+S&W：1560

【一般】後（科目試験方式） 得点換算［＜個別＞英語試験
/70%］ L&R+S&W：625

【一般】後（科目試験方式） 得点換算［＜個別＞英語試験
/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】後（科目試験方式） 得点換算［＜個別＞英語試験
/90%］ L&R+S&W：1560

保健教育学科 【総合型】公募制選抜
（基礎テスト重視型）

得点換算［＜個別＞基礎知識
テスト（英語）/70%］ L&R+S&W：625

【総合型】公募制選抜
（基礎テスト重視型）

得点換算［＜個別＞基礎知識
テスト（英語）/80%］ L&R+S&W：1150
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兵庫 関西福祉大学 教育学部 保健教育学科 【総合型】公募制選抜
（基礎テスト重視型）

得点換算［＜個別＞基礎知識
テスト（英語）/90%］ L&R+S&W：1560

社会福祉学部 社会福祉学科 【一般】前 得点換算［＜個別＞英語試験
/70%］ L&R+S&W：625

【一般】前 得点換算［＜個別＞英語試験
/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】前 得点換算［＜個別＞英語試験
/90%］ L&R+S&W：1560

【一般】前期共テプラス 得点換算［＜個別＞英語試験
/70%］ L&R+S&W：625

【一般】前期共テプラス 得点換算［＜個別＞英語試験
/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】前期共テプラス 得点換算［＜個別＞英語試験
/90%］ L&R+S&W：1560

【一般】後（科目試験方式） 得点換算［＜個別＞英語試験
/70%］ L&R+S&W：625

【一般】後（科目試験方式） 得点換算［＜個別＞英語試験
/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】後（科目試験方式） 得点換算［＜個別＞英語試験
/90%］ L&R+S&W：1560

【総合型】公募制選抜
（基礎テスト重視型）

得点換算［＜個別＞基礎知識
テスト（英語）/70%］ L&R+S&W：625

【総合型】公募制選抜
（基礎テスト重視型）

得点換算［＜個別＞基礎知識
テスト（英語）/80%］ L&R+S&W：1150

【総合型】公募制選抜
（基礎テスト重視型）

得点換算［＜個別＞基礎知識
テスト（英語）/90%］ L&R+S&W：1560

関西学院大学 教育学部 教育学科 【一般】共テ
（1月出願　英語検定試験活用）出願資格 L&R+S&W：1560※3

【総合型】グローバル（国際的な
活躍を志す者を対象とした） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】グローバル（国際的な
活躍を志す者を対象とした）

出願資格、試験免除［＜第1次
審査＞英語題材論述方式］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】スポーツ能力に優れた
者を対象とした 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】総合選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】探究評価型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】文化芸術活動・ボラ
ンティア活動を評価する 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

教育学科〔教育科学コース〕 【総合型】学部特別選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 ※2

教育学科〔初等教育学コース〕【総合型】学部特別選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 ※2

教育学科〔幼児教育学コース〕【総合型】学部特別選抜（実績・体験評価型） 出願資格、判定優遇・合否参考 ※2

経済学部 － 【一般】共テ
（1月出願　英語検定試験活用）出願資格 L&R+S&W：1560※3

【総合型】アドミッション・オフィス 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】グローバル（国際的な
活躍を志す者を対象とした） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】スポーツ能力に優れた
者を対象とした 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】総合選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】探究評価型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

建築学部 建築学科 【一般】共テ
（1月出願　英語検定試験活用）出願資格 L&R+S&W：1560※3

【総合型】グローバル（グローバル
サイエンティスト・エンジニア） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】スポーツ能力に優れた
者を対象とした 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】学部特別選抜 出願資格 L&R+S&W：625※3

【総合型】総合選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：625※3

【総合型】探究評価型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：625※3

工学部 物質工学課程、電気電子応用
工学課程、情報工学課程、
知能・機械工学課程

【一般】共テ
（1月出願　英語検定試験活用）出願資格 L&R+S&W：1560※3

【総合型】グローバル（グローバル
サイエンティスト・エンジニア） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】スポーツ能力に優れた
者を対象とした 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】学部特別選抜 出願資格 L&R+S&W：625※3

【総合型】総合選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：625※3

【総合型】探究評価型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：625※3

国際学部 国際学科 【一般】共テ
（1月出願　英語検定試験活用）出願資格 L&R+S&W：1560※3

【総合型】アドミッション・オフィス 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

国
公
立
大
学

北
海
道
・
東
北

東
京

関
東
・
甲
信
越

東
海
・
北
陸

近
畿

中
国
・
四
国

九
州
・
沖
縄

私立
大学

私立
大学

私立
大学

私立
大学

私立
大学

私立
大学

私立
大学



190

都道
府県 学　校 学　部 学　科 【試験形態】入試名 活用方法 基準スコア

兵庫 関西学院大学 国際学部 国際学科 【総合型】グローバル（国際的な
活躍を志す者を対象とした） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】グローバル（国際的な
活躍を志す者を対象とした）

出願資格、試験免除［＜第1次
審査＞英語題材論述方式］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】スポーツ能力に優れた
者を対象とした 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】総合選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】探究評価型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】文化芸術活動・ボラ
ンティア活動を評価する 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

社会学部 社会学科 【一般】共テ
（1月出願　英語検定試験活用）出願資格 L&R+S&W：1560※3

【総合型】グローバル（国際的な
活躍を志す者を対象とした） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】グローバル（国際的な
活躍を志す者を対象とした）

出願資格、試験免除［＜第1次
審査＞英語題材論述方式］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】スポーツ能力に優れた
者を対象とした 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】総合選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】探究評価型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

商学部 － 【一般】共テ
（1月出願　英語検定試験活用）出願資格 L&R+S&W：1560※3

【総合型】グローバル（国際的な
活躍を志す者を対象とした）

出願資格、試験免除［＜第1次
審査＞英語題材論述方式］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】スポーツ能力に優れた
者を対象とした 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】学部特別選抜（事業
経営を志向する者） 出願資格、判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】総合選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】探究評価型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

神学部 － 【一般】共テ
（1月出願　英語検定試験活用）出願資格 L&R+S&W：1560※3

－
〔キリスト教思想・文化コース〕

【総合型】グローバル（国際的な
活躍を志す者を対象とした） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】グローバル（国際的な
活躍を志す者を対象とした）

出願資格、試験免除［＜第1次
審査＞英語題材論述方式］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】スポーツ能力に優れた
者を対象とした 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】総合選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】探究評価型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

生命環境学部 環境応用化学科 【総合型】スポーツ能力に優れた
者を対象とした 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】探究評価型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：625※3

生物科学科 【総合型】スポーツ能力に優れた
者を対象とした 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】探究評価型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：625※3

生物科学科、生命医科学科、
環境応用化学科

【一般】共テ
（1月出願　英語検定試験活用）出願資格 L&R+S&W：1560※3

【総合型】グローバル（グローバル
サイエンティスト・エンジニア） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】学部特別選抜 出願資格 L&R+S&W：625※3

【総合型】総合選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：625※3

生命医科学科 【総合型】スポーツ能力に優れた
者を対象とした 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】探究評価型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：625※3

総合政策学部 総合政策学科、メディア情報
学科、都市政策学科、国際政
策学科

【一般】共テ
（1月出願　英語検定試験活用）出願資格 L&R+S&W：1560※3

【総合型】グローバル（国際的な
活躍を志す者を対象とした） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】グローバル（国際的な
活躍を志す者を対象とした）

出願資格、試験免除［＜第1次
審査＞英語題材論述方式］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】スポーツ能力に優れ
た者を対象とした 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】総合選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】探究評価型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

人間福祉学部 社会福祉学科、社会起業学科、
人間科学科

【一般】共テ
（1月出願　英語検定試験活用）出願資格 L&R+S&W：1560※3

【総合型】グローバル（国際的な
活躍を志す者を対象とした） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】グローバル（国際的な
活躍を志す者を対象とした）

出願資格、試験免除［＜第1次
審査＞英語題材論述方式］ L&R+S&W：1560※3
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兵庫 関西学院大学 人間福祉学部 社会福祉学科、社会起業学科、
人間科学科

【総合型】スポーツ能力に優れた
者を対象とした 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】総合選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】探究評価型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】文化芸術活動・ボラ
ンティア活動を評価する 出願資格 L&R+S&W：1150※3

文学部 文化歴史学科、総合心理科
学科、文学言語学科

【一般】共テ
（1月出願　英語検定試験活用）出願資格 L&R+S&W：1560※3

【総合型】グローバル（国際的な
活躍を志す者を対象とした） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】グローバル（国際的な
活躍を志す者を対象とした）

出願資格、試験免除［＜第1次
審査＞英語題材論述方式］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】スポーツ能力に優れた
者を対象とした 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】総合選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】探究評価型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

法学部 法律学科、政治学科 【一般】共テ
（1月出願　英語検定試験活用）出願資格 L&R+S&W：1560※3

【総合型】グローバル（国際的な
活躍を志す者を対象とした） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】グローバル（国際的な
活躍を志す者を対象とした）

出願資格、試験免除［＜第1次
審査＞英語題材論述方式］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】スポーツ能力に優れた
者を対象とした 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】総合選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】探究評価型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

理学部 化学科 【一般】共テ
（1月出願　英語検定試験活用）出願資格 L&R+S&W：1560※3

【総合型】スポーツ能力に優れた
者を対象とした 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】探究評価型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：625※3

数理科学科 【一般】共テ
（1月出願　英語検定試験活用）出願資格 L&R+S&W：1560※3

【総合型】スポーツ能力に優れた
者を対象とした 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】探究評価型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：625※3

数理科学科、物理・宇宙学科、
化学科

【総合型】グローバル（グローバル
サイエンティスト・エンジニア） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】学部特別選抜 出願資格 L&R+S&W：625※3

【総合型】総合選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：625※3

物理・宇宙学科 【一般】共テ
（1月出願　英語検定試験活用）出願資格 L&R+S&W：1560※3

【総合型】スポーツ能力に優れた
者を対象とした 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】探究評価型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：625※3

甲子園大学 心理学部 現代応用心理学科 【学校推薦型】Ⅰ、Ⅱ 加点［調査書/9点］ L&R 300＋※1

【学校推薦型】Ⅰ、Ⅱ 加点［調査書/12点］ L&R 400＋※1

【学校推薦型】Ⅰ、Ⅱ 加点［調査書/15点］ L&R 470＋※1

神戸海星女子学院
大学

現代人間学部 英語観光学科 【学校推薦型】公募制推薦Ⅰ、Ⅱ 試験免除［＜個別＞基礎学力
判定］ L&R 460

【学校推薦型】公募制推薦Ⅰ、Ⅱ 加点［＜個別＞基礎学力判定
/10点］ L&R 390

【総合型】自己推薦A 試験免除［＜個別＞基礎学力
判定］ L&R 460

【総合型】自己推薦A 加点［＜個別＞基礎学力判定
/10点］ L&R 390

英語観光学科、心理こども学科 【一般】前期A、B 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 460

【一般】前期A、B 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R 505

【一般】前期A、B 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 550

心理こども学科 【学校推薦型】公募制推薦Ⅰ、Ⅱ 試験免除［＜個別＞基礎学力
判定］ L&R 460

【学校推薦型】公募制推薦Ⅰ、Ⅱ 加点［＜個別＞基礎学力判定
/10点］ L&R 390

【総合型】自己推薦A 試験免除［＜個別＞基礎学力
判定］ L&R 460

【総合型】自己推薦A 加点［＜個別＞基礎学力判定
/10点］ L&R 390

神戸学院大学 グローバル・コミュニケー
ション学部

グローバル・コミュニケーション
学科〔英語コース〕 【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/20点］L&R 400
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兵庫 神戸学院大学 グローバル・コミュニケー
ション学部

グローバル・コミュニケーション
学科〔英語コース〕

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/30点］ L&R 480

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/40点］ L&R 600

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/50点］ L&R 860

グローバル・コミュニケーション
学科〔中国語コース〕

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/20点］ L&R 400

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/30点］ L&R 480

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/40点］ L&R 600

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/50点］ L&R 860

栄養学部 栄養学科 【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/10点］ L&R 480

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/20点］ L&R 600

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/30点］ L&R 860

経営学部 経営学科 【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/20点］ L&R 400

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/30点］ L&R 480

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/40点］ L&R 600

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/50点］ L&R 860

経済学部 経済学科 【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/20点］ L&R 400

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/30点］ L&R 480

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/40点］ L&R 600

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/50点］ L&R 860

現代社会学部 現代社会学科、社会防災学科【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/20点］ L&R 400

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/30点］ L&R 480

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/40点］ L&R 600

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/50点］ L&R 860

人文学部 人文学科 【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/20点］ L&R 400

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/30点］ L&R 480

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/40点］ L&R 600

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/50点］ L&R 860

心理学部 心理学科 【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/20点］ L&R 400

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/30点］ L&R 480

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/40点］ L&R 600

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/50点］ L&R 860

総合リハビリテーション
学部

作業療法学科 【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/10点］ L&R 480

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/20点］ L&R 600

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/30点］ L&R 860

社会リハビリテーション学科 【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/20点］ L&R 400

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/30点］ L&R 480

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/40点］ L&R 600

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/50点］ L&R 860

理学療法学科 【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/10点］ L&R 480

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/20点］ L&R 600

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/30点］ L&R 860

法学部 法律学科 【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/20点］ L&R 400

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/30点］ L&R 480

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/40点］ L&R 600
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兵庫 神戸学院大学 法学部 法律学科 【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/50点］ L&R 860

薬学部 薬学科 【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/10点］ L&R 480

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/20点］ L&R 600

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/30点］ L&R 860

神戸芸術工科大学 芸術工学部 アート・クラフト学科 【総合型】資格 出願資格、加点［資格取得］ L&R+S&W：1150

ビジュアルデザイン学科 【総合型】資格 出願資格、加点［資格取得］ L&R+S&W：1150

ファッションデザイン学科 【総合型】資格 出願資格、加点［資格取得］ L&R+S&W：1150

プロダクト・インテリアデザイン
学科 【総合型】資格 出願資格、加点［資格取得］ L&R+S&W：1150

映像表現学科 【総合型】資格 出願資格、加点［資格取得］ L&R+S&W：1150

環境デザイン学科 【総合型】資格 出願資格、加点［資格取得］ L&R+S&W：1150

まんが表現学科 【総合型】資格 出願資格、加点［資格取得］ L&R+S&W：1150

神戸松蔭女子学院大学 文学部 英語学科 【一般】A・B・C・D 加点［総合点/10点］ L&R+S&W：CEFR B1

【一般】A・B・C・D 加点［総合点/20点］ L&R+S&W：CEFR B2

【学校推薦型】学校推薦型 加点［総合点/10点］ L&R+S&W：CEFR B1

【学校推薦型】学校推薦型 加点［総合点/20点］ L&R+S&W：CEFR B2

神戸女学院大学 音楽学部 音楽学科 【一般】前（A） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R 440

【一般】前（A） 得点換算［＜個別＞英語/65点］ L&R 480

【一般】前（A） 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R 520

【一般】前（A） 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R 560

【一般】前（A） 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 750

人間科学部 心理・行動科学科、
環境・バイオサイエンス学科

【一般】前（A）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R 440

【一般】前（A）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/65点］ L&R 480

【一般】前（A）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R 520

【一般】前（A）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R 560

【一般】前（A）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 750

【一般】前（A）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R 440

【一般】前（A）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/65点］ L&R 480

【一般】前（A）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R 520

【一般】前（A）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R 560

【一般】前（A）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 750

【一般】前（B、C） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R 440

【一般】前（B、C） 得点換算［＜個別＞英語/65点］ L&R 480

【一般】前（B、C） 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R 520

【一般】前（B、C） 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R 560

【一般】前（B、C） 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 750

【一般】後 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R 440

【一般】後 得点換算［＜個別＞英語/65点］ L&R 480

【一般】後 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R 520

【一般】後 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R 560

【一般】後 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 750

文学部 英文学科 【一般】前（A）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/65点］ L&R 480

【一般】前（A）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R 520

【一般】前（A）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R 560
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兵庫 神戸女学院大学 文学部 英文学科 【一般】前（A）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 750

【一般】前（A）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/65点］ L&R 480

【一般】前（A）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R 520

【一般】前（A）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R 560

【一般】前（A）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 750

【一般】前（B、C） 得点換算［＜個別＞英語/65点］ L&R 480

【一般】前（B、C） 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R 520

【一般】前（B、C） 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R 560

【一般】前（B、C） 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 750

【一般】後 得点換算［＜個別＞英語/65点］ L&R 480

【一般】後 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R 520

【一般】後 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R 560

【一般】後 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 750

【総合型】総合型選抜 出願資格 L&R 480

神戸親和女子大学 教育学部 スポーツ教育学科 【一般】一般（前A1）3教科型 加点［英語外試験/10点］ L&R 225

【一般】一般（前A1）3教科型 加点［英語外試験/20点］ L&R 550

【一般】一般（前A1）3教科型 加点［英語外試験/30点］ L&R 785

【一般】一般
（前A1、A2、中、後）2教科型 加点［英語外試験/10点］ L&R 225

【一般】一般
（前A1、A2、中、後）2教科型 加点［英語外試験/20点］ L&R 550

【一般】一般
（前A1、A2、中、後）2教科型 加点［英語外試験/30点］ L&R 785

【一般】一般（前A2）3教科型 加点［英語外試験/10点］ L&R 225

【一般】一般（前A2）3教科型 加点［英語外試験/20点］ L&R 550

【一般】一般（前A2）3教科型 加点［英語外試験/30点］ L&R 785

【一般】一般（後）面接型 加点［英語外試験/10点］ L&R 225

【一般】一般（後）面接型 加点［英語外試験/20点］ L&R 550

【一般】一般（後）面接型 加点［英語外試験/30点］ L&R 785

【学校推薦型】前期S1日程、
前期S2日程 加点［総合点/10点］ L&R 225

【学校推薦型】前期S1日程、
前期S2日程 加点［総合点/20点］ L&R 550

【学校推薦型】前期S1日程、
前期S2日程 加点［総合点/30点］ L&R 785

【学校推薦型】後期 加点［総合点/5点］ L&R 225

【学校推薦型】後期 加点［総合点/10点］ L&R 550

【学校推薦型】後期 加点［総合点/15点］ L&R 785

【学校推薦型】資格活用型 加点［資格取得点］ L&R 225

児童教育学科 【一般】一般（前A1）3教科型 加点［英語外試験/10点］ L&R 225

【一般】一般（前A1）3教科型 加点［英語外試験/20点］ L&R 550

【一般】一般（前A1）3教科型 加点［英語外試験/30点］ L&R 785

【一般】一般
（前A1、A2、中、後）2教科型 加点［英語外試験/10点］ L&R 225

【一般】一般
（前A1、A2、中、後）2教科型 加点［英語外試験/20点］ L&R 550

【一般】一般
（前A1、A2、中、後）2教科型 加点［英語外試験/30点］ L&R 785

【一般】一般（前A2）3教科型 加点［英語外試験/10点］ L&R 225

【一般】一般（前A2）3教科型 加点［英語外試験/20点］ L&R 550

【一般】一般（前A2）3教科型 加点［英語外試験/30点］ L&R 785

【一般】一般（後）面接型 加点［英語外試験/10点］ L&R 225
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兵庫 神戸親和女子大学 教育学部 児童教育学科 【一般】一般（後）面接型 加点［英語外試験/20点］ L&R 550

【一般】一般（後）面接型 加点［英語外試験/30点］ L&R 785

【学校推薦型】前期S1日程、
前期S2日程 加点［総合点/10点］ L&R 225

【学校推薦型】前期S1日程、
前期S2日程 加点［総合点/20点］ L&R 550

【学校推薦型】前期S1日程、
前期S2日程 加点［総合点/30点］ L&R 785

【学校推薦型】後期 加点［総合点/5点］ L&R 225

【学校推薦型】後期 加点［総合点/10点］ L&R 550

【学校推薦型】後期 加点［総合点/15点］ L&R 785

【学校推薦型】資格活用型 加点［資格取得点］ L&R 225

文学部 国際文化学科 【学校推薦型】前期S1日程、
前期S2日程 加点［総合点/10点］ L&R 225

【学校推薦型】前期S1日程、
前期S2日程 加点［総合点/20点］ L&R 550

【学校推薦型】前期S1日程、
前期S2日程 加点［総合点/30点］ L&R 785

【学校推薦型】後期 加点［総合点/5点］ L&R 225

【学校推薦型】後期 加点［総合点/10点］ L&R 550

【学校推薦型】後期 加点［総合点/15点］ L&R 785

【学校推薦型】資格活用型 加点［資格取得点］ L&R 225

国際文化学科、心理学科 【一般】一般（前A1）3教科型 加点［英語外試験/10点］ L&R 225

【一般】一般（前A1）3教科型 加点［英語外試験/20点］ L&R 550

【一般】一般（前A1）3教科型 加点［英語外試験/30点］ L&R 785

【一般】一般（前A1、A2、中、後）
2教科型 加点［英語外試験/10点］ L&R 225

【一般】一般（前A1、A2、中、後）
2教科型 加点［英語外試験/20点］ L&R 550

【一般】一般（前A1、A2、中、後）
2教科型 加点［英語外試験/30点］ L&R 785

【一般】一般（前A2）3教科型 加点［英語外試験/10点］ L&R 225

【一般】一般（前A2）3教科型 加点［英語外試験/20点］ L&R 550

【一般】一般（前A2）3教科型 加点［英語外試験/30点］ L&R 785

【一般】一般（後）面接型 加点［英語外試験/10点］ L&R 225

【一般】一般（後）面接型 加点［英語外試験/20点］ L&R 550

【一般】一般（後）面接型 加点［英語外試験/30点］ L&R 785

心理学科 【学校推薦型】前期S1日程、
前期S2日程 加点［総合点/10点］ L&R 225

【学校推薦型】前期S1日程、
前期S2日程 加点［総合点/20点］ L&R 550

【学校推薦型】前期S1日程、
前期S2日程 加点［総合点/30点］ L&R 785

【学校推薦型】後期 加点［総合点/5点］ L&R 225

【学校推薦型】後期 加点［総合点/10点］ L&R 550

【学校推薦型】後期 加点［総合点/15点］ L&R 785

【学校推薦型】資格活用型 加点［資格取得点］ L&R 225

園田学園女子大学 経営学部 ビジネス学科 【総合型】AO経験値
（グローバル型） 出願資格、加点［資格証明書］ L&R 430

人間教育学部 児童教育学科 【総合型】AO経験値
（グローバル型） 出願資格、加点［資格証明書］ L&R 430

人間健康学部 食物栄養学科 【総合型】AO経験値
（グローバル型） 出願資格、加点［資格証明書］ L&R 430

総合健康学科 【総合型】AO経験値
（グローバル型） 出願資格、加点［資格証明書］ L&R 430

姫路獨協大学 医療保健学部 言語聴覚療法学科 【総合型】前、後 判定優遇・合否参考 ※2

作業療法学科 【総合型】前、後 判定優遇・合否参考 ※2

理学療法学科 【総合型】前、後 判定優遇・合否参考 ※2

理学療法学科、作業療法学科、
言語聴覚療法学科、臨床工学科 【学校推薦型】HDUチャレンジ 出願資格 L&R 450
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兵庫 姫路獨協大学 医療保健学部 臨床工学科 【総合型】自己推薦型 判定優遇・合否参考 ※1

看護学部 看護学科 【学校推薦型】HDUチャレンジ 出願資格 L&R 450

【総合型】前 判定優遇・合否参考 ※2

人間社会学群 国際言語文化学類、現代法律
学類、産業経営学類

【学校推薦型】HDUチャレンジ 出願資格 L&R 450

【学校推薦型】HDUチャレンジ 出願資格 L&R 550

【学校推薦型】公募推薦 加点［総合点/10点］ L&R 450

【学校推薦型】公募推薦 加点［総合点/20点］ L&R 550

【総合型】プレゼンテーション型 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】自己推薦型 判定優遇・合否参考 ※2

薬学部 医療薬学科 【学校推薦型】HDUチャレンジ 出願資格 L&R 450

【総合型】前、後 判定優遇・合否参考 ※2

兵庫大学 看護学部 看護学科 【総合型】マッチング前、中、後（面接型、
基礎学力型、プレゼンテーション型） 出願資格、加点［自己PRシート］※2

健康科学部 栄養マネジメント学科 【総合型】マッチング前、中、後（面接型、
基礎学力型、プレゼンテーション型） 出願資格、加点［自己PRシート］※2

健康システム学科 【総合型】マッチング前、中、後（面接型、
基礎学力型、プレゼンテーション型） 出願資格、加点［自己PRシート］※2

現代ビジネス学部 現代ビジネス学科 【総合型】マッチング前、中、後（面接型、
基礎学力型、プレゼンテーション型） 出願資格、加点［自己PRシート］※2

生涯福祉学部 こども福祉学科 【総合型】マッチング前、中、後（面接型、
基礎学力型、プレゼンテーション型） 出願資格、加点［自己PRシート］※2

社会福祉学科 【総合型】マッチング前、中、後（面接型、
基礎学力型、プレゼンテーション型） 出願資格、加点［自己PRシート］※2

武庫川女子大学 経営学部 経営学科 【総合型】グローバル（英語重
視型） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 600

流通科学大学 経済学部 経済学科、経済情報学科 【総合型】外部英語試験利用型 出願資格 ※1

【総合型】外部英語試験利用型 得点換算［外部英語試験/60点］L&R 225、L&R+S&W：385

【総合型】外部英語試験利用型 得点換算［外部英語試験/70点］L&R 388、L&R+S&W：588

【総合型】外部英語試験利用型 得点換算［外部英語試験/80点］L&R 550、L&R+S&W：790

【総合型】外部英語試験利用型 得点換算［外部英語試験/90点］L&R 668、L&R+S&W：943

【総合型】資格利用型 出願資格 ※2

商学部 経営学科、マーケティング学科 【総合型】外部英語試験利用型 出願資格 ※1

【総合型】外部英語試験利用型 得点換算［外部英語試験/60点］L&R 225、L&R+S&W：385

【総合型】外部英語試験利用型 得点換算［外部英語試験/70点］L&R 388、L&R+S&W：588

【総合型】外部英語試験利用型 得点換算［外部英語試験/80点］L&R 550、L&R+S&W：790

【総合型】外部英語試験利用型 得点換算［外部英語試験/90点］L&R 668、L&R+S&W：943

【総合型】資格利用型 出願資格 ※2

人間社会学部 人間社会学科、観光学科、
人間健康学科

【総合型】外部英語試験利用型 出願資格 ※1

【総合型】外部英語試験利用型 得点換算［外部英語試験/60点］L&R 225、L&R+S&W：385

【総合型】外部英語試験利用型 得点換算［外部英語試験/70点］L&R 388、L&R+S&W：588

【総合型】外部英語試験利用型 得点換算［外部英語試験/80点］L&R 550、L&R+S&W：790

【総合型】外部英語試験利用型 得点換算［外部英語試験/90点］L&R 668、L&R+S&W：943

【総合型】資格利用型 出願資格 ※2

奈良 畿央大学 教育学部 現代教育学科 【一般】共テ前期C2 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800

【一般】共テ前期C2 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【一般】共テ前期C3 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800

【一般】共テ前期C3 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【一般】共テ前期C4 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800

【一般】共テ前期C4 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【一般】共テ中期C3 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800
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奈良 畿央大学 教育学部 現代教育学科 【一般】共テ中期C3 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【一般】共テ（中期、後期）C2 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800

【一般】共テ（中期、後期）C2 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【総合型】リーダーシップ
（外部検定方式） 出願資格、判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】公募推薦（特色方式）加点［活動評価］ L&R 400

健康科学部 看護医療学科 【一般】共テ前期C2 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800

【一般】共テ前期C2 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【一般】共テ前期C3 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800

【一般】共テ前期C3 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【一般】共テ前期C4 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800

【一般】共テ前期C4 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【一般】共テ中期C3 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800

【一般】共テ中期C3 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【一般】共テ（中期、後期）C2 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800

【一般】共テ（中期、後期）C2 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【総合型】リーダーシップ
（外部検定方式） 出願資格、判定優遇・合否参考 ※2

健康栄養学科 【一般】共テ前期C2 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800

【一般】共テ前期C2 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【一般】共テ前期C3 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800

【一般】共テ前期C3 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【一般】共テ前期C4 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800

【一般】共テ前期C4 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【一般】共テ中期C3 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800

【一般】共テ中期C3 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【一般】共テ（中期、後期）C2 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800

【一般】共テ（中期、後期）C2 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【総合型】リーダーシップ
（外部検定方式） 出願資格、判定優遇・合否参考 ※2

人間環境デザイン学科 【一般】共テ前期C2 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800

【一般】共テ前期C2 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【一般】共テ前期C3 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800

【一般】共テ前期C3 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【一般】共テ前期C4 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800

【一般】共テ前期C4 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【一般】共テ中期C3 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800

【一般】共テ中期C3 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【一般】共テ（中期、後期）C2 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800

【一般】共テ（中期、後期）C2 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【総合型】リーダーシップ
（外部検定方式） 出願資格、判定優遇・合否参考 ※2

理学療法学科 【一般】共テ前期C2 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800

【一般】共テ前期C2 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【一般】共テ前期C3 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800

【一般】共テ前期C3 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【一般】共テ前期C4 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800
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奈良 畿央大学 健康科学部 理学療法学科 【一般】共テ前期C4 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【一般】共テ中期C3 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800

【一般】共テ中期C3 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【一般】共テ（中期、後期）C2 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800

【一般】共テ（中期、後期）C2 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【総合型】リーダーシップ
（外部検定方式） 出願資格、判定優遇・合否参考 ※2

理学療法学科、看護医療学科、健康
栄養学科、人間環境デザイン学科 【総合型】公募推薦（特色方式）加点［活動評価］ L&R 400

帝塚山大学 教育学部 こども教育学科 【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1845※3

【学校推薦型】公募制
（小論文型を除く）

得点換算［＜個別＞基礎知識読
解試験（英語）/80点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】公募制
（小論文型を除く）

得点換算［＜個別＞基礎知識読
解試験（英語）/90点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】公募制
（小論文型を除く）

得点換算［＜個別＞基礎知識読
解試験（英語）/100点］ L&R+S&W：1845※3

経済経営学部 経済経営学科 【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1845※3

【学校推薦型】公募制
（小論文型を除く）

得点換算［＜個別＞基礎知識読
解試験（英語）/80点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】公募制
（小論文型を除く）

得点換算［＜個別＞基礎知識読
解試験（英語）/90点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】公募制
（小論文型を除く）

得点換算［＜個別＞基礎知識読
解試験（英語）/100点］ L&R+S&W：1845※3

現代生活学部 食物栄養学科、居住空間デザ
イン学科

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1845※3

【学校推薦型】公募制
（小論文型を除く）

得点換算［＜個別＞基礎知識読
解試験（英語）/80点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】公募制
（小論文型を除く）

得点換算［＜個別＞基礎知識読
解試験（英語）/90点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】公募制
（小論文型を除く）

得点換算［＜個別＞基礎知識読
解試験（英語）/100点］ L&R+S&W：1845※3

心理学部 心理学科 【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1845※3

【学校推薦型】公募制
（小論文型を除く）

得点換算［＜個別＞基礎知識読
解試験（英語）/80点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】公募制
（小論文型を除く）

得点換算［＜個別＞基礎知識読
解試験（英語）/90点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】公募制
（小論文型を除く）

得点換算［＜個別＞基礎知識読
解試験（英語）/100点］ L&R+S&W：1845※3

文学部 日本文化学科 【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1845※3

【学校推薦型】公募制
（小論文型を除く）

得点換算［＜個別＞基礎知識読
解試験（英語）/80点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】公募制
（小論文型を除く）

得点換算［＜個別＞基礎知識読
解試験（英語）/90点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】公募制
（小論文型を除く）

得点換算［＜個別＞基礎知識読
解試験（英語）/100点］ L&R+S&W：1845※3

法学部 法学科 【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1845※3

【学校推薦型】公募制
（小論文型を除く）

得点換算［＜個別＞基礎知識読
解試験（英語）/80点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】公募制
（小論文型を除く）

得点換算［＜個別＞基礎知識読
解試験（英語）/90点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】公募制
（小論文型を除く）

得点換算［＜個別＞基礎知識読
解試験（英語）/100点］ L&R+S&W：1845※3
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奈良 天理大学 国際学部 外国語学科〔英米語専攻〕 【総合型】自己アピール 出願資格 L&R 520

外国語学科〔英米語専攻以外〕【総合型】自己アピール 出願資格 L&R 330

地域文化学科 【総合型】自己アピール 出願資格 L&R 330

体育学部 体育学科 【総合型】自己アピール 出願資格 ※1

人間学部 宗教学科 【総合型】自己アピール 出願資格 L&R 330

人間関係学科〔社会福祉専攻〕【総合型】自己アピール 出願資格 L&R 330

人間関係学科〔臨床心理専攻〕【総合型】自己アピール 出願資格 L&R 330

文学部 国文学国語学科 【総合型】自己アピール 出願資格 ※2

歴史文化学科 【総合型】自己アピール 出願資格 ※2

奈良大学 社会学部 心理学科、総合社会学科 【一般】一般A 加点［＜個別＞総合点/15点］ L&R 550

【一般】一般A 加点［＜個別＞総合点/20点］ L&R 785

【一般】一般B 加点［＜個別＞総合点/20点］ L&R 550

【一般】一般B 加点［＜個別＞総合点/30点］ L&R 785

【一般】一般C 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R 550

【一般】一般C 加点［＜個別＞総合点/15点］ L&R 785

【一般】一般S 加点［＜個別＞総合点/20点］ L&R 550

【一般】一般S 加点［＜個別＞総合点/30点］ L&R 785

【学校推薦型】前期・後期 加点［＜個別＞総合点/15点］ L&R 550

【学校推薦型】前期・後期 加点［＜個別＞総合点/20点］ L&R 785
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