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東京 青山学院大学 総合文化政策学部 総合文化政策学科 【一般】個別学部（Ａ） 出願資格 L&R+S&W：940

【学校推薦型】
全国高等学校キリスト者 出願資格 L&R+S&W：

L&R550､S&W240

地球社会共生学部 地球社会共生学科 【学校推薦型】
全国高等学校キリスト者 出願資格 L&R 550

【総合型】自己推薦
（英語資格試験高得点者） 出願資格 L&R 700

【総合型】自己推薦（海外留学、
ボランティア、スポーツ） 出願資格 L&R 550

文学部 英米文学科 【総合型】自己推薦 出願資格 L&R+S&W：
L&R730､S130､W140

亜細亜大学 経営学部 ホスピタリティ・マネジメント学科 【総合型】グローバル人材育成 出願資格 L&R+S&W：1150 ※3

経営学科 【学校推薦型】公募 試験免除［＜個別＞英語］ L&R+S&W：1150 ※3

【総合型】一芸一能 出願資格 ※2

経済学部 経済学科 【学校推薦型】公募 試験免除［＜個別＞英語］ L&R+S&W：1150 ※3

【総合型】一芸一能 出願資格 ※2

国際関係学部 国際関係学科、多文化コミュ
ニケーション学科

【学校推薦型】公募 試験免除［＜個別＞英語］ L&R+S&W：1150 ※3

【総合型】グローバル人材育成 出願資格 L&R+S&W：1150 ※3

都市創造学部 都市創造学科 【学校推薦型】公募 試験免除［＜個別＞英語］ L&R+S&W：1150 ※3

【総合型】グローバル人材育成 出願資格 L&R+S&W：1150 ※3

【総合型】一芸一能 出願資格 ※2

法学部 法律学科 【学校推薦型】公募 試験免除［＜個別＞英語］ L&R+S&W：1150 ※3

【総合型】一芸一能 出願資格 ※1

桜美林大学 グローバル・コミュニケー
ション学群

グローバル・コミュニケーション
学類

【一般】グローバル人材育成
奨学生選抜 出願資格 L&R 550、

L&R+S&W：790

【一般】前、中、後 得点換算［＜個別＞英語科目
/70点］

L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】前、中、後 得点換算［＜個別＞英語科目
/90点］

L&R 785、
L&R+S&W：1095

【学校推薦型】F推薦・S推薦 出願資格 L&R 430

【総合型】グローバル人材育成
奨学生選抜 出願資格 L&R 550、

L&R+S&W：790

ビジネスマネジメント学群 アビエーションマネジメント学類 【学校推薦型】F推薦・S推薦 出願資格 L&R 420

【総合型】グローバル人材育成
奨学生選抜 出願資格 L&R 550、

L&R+S&W：790

アビエーションマネジメント学類
<エアライン・ビジネスコース、エ
アライン・ホスピタリティコース>

【一般】グローバル人材育成
奨学生選抜 出願資格 L&R 550、

L&R+S&W：790

【一般】前、中、後 得点換算［＜個別＞英語科目
/70点］

L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】前、中、後 得点換算［＜個別＞英語科目
/90点］

L&R 785、
L&R+S&W：1095

ビジネスマネジメント学類 【一般】グローバル人材育成
奨学生選抜 出願資格 L&R 550、

L&R+S&W：790

【一般】前、中、後 得点換算［＜個別＞英語科目
/70点］

L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】前、中、後 得点換算［＜個別＞英語科目
/90点］

L&R 785、
L&R+S&W：1095

【学校推薦型】F推薦・S推薦 出願資格 L&R 420

【総合型】グローバル人材育成
奨学生選抜 出願資格 L&R 550、

L&R+S&W：790

リベラルアーツ学群 − 【一般】グローバル人材育成
奨学生選抜 出願資格 L&R 550、

L&R+S&W：790

【一般】前、中、後 得点換算［＜個別＞英語科目
/70点］

L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】前、中、後 得点換算［＜個別＞英語科目
/90点］

L&R 785、
L&R+S&W：1095

【学校推薦型】F推薦・S推薦 出願資格 L&R 420

【総合型】グローバル人材育成
奨学生選抜 出願資格 L&R 550、

L&R+S&W：790

芸術文化学群 −〔ビジュアル・アーツ専修〕 【一般】前、中、後 得点換算［＜個別＞英語科目
/70点］

L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】前、中、後 得点換算［＜個別＞英語科目
/90点］

L&R 785、
L&R+S&W：1095

−〔演劇・ダンス専修〕 【一般】前、中、後 得点換算［＜個別＞英語科目
/70点］

L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】前、中、後 得点換算［＜個別＞英語科目
/90点］

L&R 785、
L&R+S&W：1095

−〔音楽専修〕 【一般】前、中、後 得点換算［＜個別＞英語科目
/70点］

L&R 550、
L&R+S&W：790

〔Ⅱ-2〕 私立大学 ＜東京＞
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東京 桜美林大学 芸術文化学群 −〔音楽専修〕 【一般】前、中、後 得点換算［＜個別＞英語科目
/90点］

L&R 785、
L&R+S&W：1095

健康福祉学群 −〔健康科学専修〕 【一般】グローバル人材育成奨
学生選抜 出願資格 L&R 550、

L&R+S&W：790

【一般】前、中、後 得点換算［＜個別＞英語科目
/70点］

L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】前、中、後 得点換算［＜個別＞英語科目
/90点］

L&R 785、
L&R+S&W：1095

【学校推薦型】F推薦・S推薦 出願資格 L&R 420

【総合型】グローバル人材育成
奨学生選抜 出願資格 L&R 550、

L&R+S&W：790

−〔社会福祉専修〕 【一般】グローバル人材育成
奨学生選抜 出願資格 L&R 550、

L&R+S&W：790

【一般】前、中、後 得点換算［＜個別＞英語科目
/70点］

L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】前、中、後 得点換算［＜個別＞英語科目
/90点］

L&R 785、
L&R+S&W：1095

【学校推薦型】F推薦・S推薦 出願資格 L&R 420

【総合型】グローバル人材育成
奨学生選抜 出願資格 L&R 550、

L&R+S&W：790

−〔精神保健福祉専修〕 【一般】グローバル人材育成
奨学生選抜 出願資格 L&R 550、

L&R+S&W：790

【一般】前、中、後 得点換算［＜個別＞英語科目
/70点］

L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】前、中、後 得点換算［＜個別＞英語科目
/90点］

L&R 785、
L&R+S&W：1095

【学校推薦型】F推薦・S推薦 出願資格 L&R 420

【総合型】グローバル人材育成
奨学生選抜 出願資格 L&R 550、

L&R+S&W：790

−〔保育専修〕 【一般】グローバル人材育成
奨学生選抜 出願資格 L&R 550、

L&R+S&W：790

【一般】前、中、後 得点換算［＜個別＞英語科目
/70点］

L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】前、中、後 得点換算［＜個別＞英語科目
/90点］

L&R 785、
L&R+S&W：1095

【学校推薦型】F推薦・S推薦 出願資格 L&R 420

【総合型】グローバル人材育成
奨学生選抜 出願資格 L&R 550、

L&R+S&W：790

航空・マネジメント学群 航空・マネジメント学類〔フライト・
オペレーション（パイロット養成）
コース〕

【一般】一般 出願資格 L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】共テ利用 出願資格 L&R 550、
L&R+S&W：790

【総合型】総合型 出願資格 L&R 550、
L&R+S&W：790

大妻女子大学 家政学部 被服学科、食物学科、児童学科、
ライフデザイン学科

【一般】B方式 得点換算［＜共テ＞英語/8割］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】B方式 得点換算［＜共テ＞英語/満点］L&R+S&W：1560 ※3

社会情報学部 社会情報学科 【一般】B方式 得点換算［＜共テ＞英語/8割］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】B方式 得点換算［＜共テ＞英語/満点］L&R+S&W：1560 ※3

人間関係学部 人間関係学科 【学校推薦型】公募制推薦 出願資格 L&R+S&W：1150
（L&R550､S&W240）※3

人間関係学科〔社会学専攻〕 【総合型】自己推薦型 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150
（L&R550､S&W240）※3

人間関係学科
〔社会・臨床心理学専攻〕 【総合型】自己推薦型 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150

（L&R550､S&W240）※3

人間関係学科、人間福祉学科 【一般】B方式 得点換算［＜共テ＞英語/8割］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】B方式 得点換算［＜共テ＞英語/満点］L&R+S&W：1560 ※3

比較文化学部 比較文化学科 【一般】B方式 得点換算［＜共テ＞英語/8割］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】B方式 得点換算［＜共テ＞英語/満点］L&R+S&W：1560 ※3

【学校推薦型】公募制推薦 出願資格 L&R+S&W：1150
（L&R550､S&W240）※3

【総合型】自己推薦型 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150
（L&R550､S&W240）※3

文学部 コミュニケーション文化学科 【総合型】自己推薦型 判定優遇・合否参考 L&R 550、S&W 240、
L&R+S&W：1150 ※3

英語英文学科 【学校推薦型】公募制推薦 出願資格 L&R 550、S&W 240、
L&R+S&W：1150 ※3

【総合型】自己推薦型 判定優遇・合否参考 L&R 550、S&W 240、
L&R+S&W：1150 ※3

【総合型】自己推薦型 試験免除［＜書類審査＞
キャリア計画書「課題」］

L&R 550、S&W 240、
L&R+S&W：1150 ※3

日本文学科、英語英文学科、
コミュニケーション文化学科

【一般】B方式 得点換算［＜共テ＞英語/8割］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】B方式 得点換算［＜共テ＞英語/満点］L&R+S&W：1560 ※3
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東京 学習院女子大学 国際文化交流学部 英語コミュニケーション学科 【総合型】総合型 出願資格 L&R 680

学習院大学 経済学部 経済学科、経営学科 【学校推薦型】公募制 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：650

国際社会科学部 国際社会科学科 【一般】プラス 出願資格、得点換算［＜個別＞
英語試験/100点］ L&R+S&W：650

【一般】プラス 出願資格、得点換算［＜個別＞
英語試験/110点］ L&R+S&W：700

【一般】プラス 出願資格、得点換算［＜個別＞
英語試験/120点］ L&R+S&W：840

【一般】プラス 出願資格、得点換算［＜個別＞
英語試験/130点］ L&R+S&W：910

【一般】プラス 出願資格、得点換算［＜個別＞
英語試験/140点］ L&R+S&W：1030

【一般】プラス 出願資格、得点換算［＜個別＞
英語試験/150点］ L&R+S&W：1300

【学校推薦型】公募制 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：650

【総合型】AO 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：910

法学部 政治学科 【学校推薦型】公募制 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：910

共立女子大学 ビジネス学部 ビジネス学科 【一般】全学統一 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：790

【一般】全学統一 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1095

家政学部 被服学科 【総合型】面接・小論文方式 出願資格 L&R 550

被服学科、食物栄養学科、
建築・デザイン学科、児童学科

【一般】全学統一 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：790

【一般】全学統一 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1095

看護学部 看護学科 【一般】全学統一 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：790

【一般】全学統一 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1095

国際学部 国際学科 【一般】全学統一 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：790

【一般】全学統一 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1095

【総合型】面接・プレゼン方式 出願資格 L&R+S&W：CEFR A2

文芸学部 文芸学科 【一般】全学統一 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：790

【一般】全学統一 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1095

杏林大学 外国語学部 英語学科、中国語学科、観光
交流文化学科

【学校推薦型】公募制
（資格取得型） 出願資格 L&R 417、BLR 85、

BSW 85、BLR+BSW：170

総合政策学部 総合政策学科、企業経営学科 【学校推薦型】公募制
（資格取得型） 出願資格 L&R 417、BLR 85、

BSW 85、BLR+BSW：170

【総合型】タイプⅡ（グローバル型）出願資格 L&R 350、BLR 64、
BSW 60、BLR+BSW：140

慶應義塾大学 環境情報学部 環境情報学科 【総合型】夏秋AO 判定優遇・合否参考 ※2

総合政策学部 総合政策学科 【総合型】夏秋AO 判定優遇・合否参考 ※2

法学部 法律学科、政治学科 【総合型】FIT入試　A方式 出願資格、判定優遇・合否参考 ※2

恵泉女学園大学 人間社会学部 国際社会学科、社会園芸学科 【一般】A、B、C 試験免除、得点換算［＜個別＞
英語試験/80点］ L&R+S&W：CEFR B1

【一般】A、B、C 試験免除、得点換算［＜個別＞
英語試験/100点］ L&R+S&W：CEFR B2

【総合型】3月特別入試 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】AO入試 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】語学検定型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：CEFR B1

人文学部 日本語日本文化学科、
英語コミュニケーション学科

【一般】A、B、C 試験免除、得点換算［＜個別＞
英語試験/80点］ L&R+S&W：CEFR B1

【一般】A、B、C 試験免除、得点換算［＜個別＞
英語試験/100点］ L&R+S&W：CEFR B2

【総合型】3月特別入試 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】AO入試 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】語学検定型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：CEFR B1

工学院大学 建築学部 まちづくり学科 【一般】英語外部試験利用 出願資格、試験免除［＜個別＞
英語］

L&R 400、
L&R+S&W：575

建築デザイン学科 【一般】英語外部試験利用 出願資格、試験免除［＜個別＞
英語］

L&R 400、
L&R+S&W：575

建築学科 【一般】英語外部試験利用 出願資格、試験免除［＜個別＞
英語］

L&R 400、
L&R+S&W：575

− 【一般】英語外部試験利用 出願資格、試験免除［＜個別＞
英語］

L&R 400、
L&R+S&W：575
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東京 工学院大学 工学部 機械工学科、機械システム工
学科、電気電子工学科 【一般】英語外部試験利用 出願資格、試験免除［＜個別＞

英語］
L&R 400、
L&R+S&W：575

情報学部 コンピュータ科学科 【一般】英語外部試験利用 出願資格、試験免除［＜個別＞
英語］

L&R 400、
L&R+S&W：575

システム数理学科 【一般】英語外部試験利用 出願資格、試験免除［＜個別＞
英語］

L&R 400、
L&R+S&W：575

情報デザイン学科 【一般】英語外部試験利用 出願資格、試験免除［＜個別＞
英語］

L&R 400、
L&R+S&W：575

情報通信工学科 【一般】英語外部試験利用 出願資格、試験免除［＜個別＞
英語］

L&R 400、
L&R+S&W：575

− 【一般】英語外部試験利用 出願資格、試験免除［＜個別＞
英語］

L&R 400、
L&R+S&W：575

先進工学部 応用化学科 【一般】英語外部試験利用 出願資格、試験免除［＜個別＞
英語］

L&R 400、
L&R+S&W：575

応用物理学科 【一般】英語外部試験利用 出願資格、試験免除［＜個別＞
英語］

L&R 400、
L&R+S&W：575

環境化学科 【一般】英語外部試験利用 出願資格、試験免除［＜個別＞
英語］

L&R 400、
L&R+S&W：575

機械理工学科
〔機械理工学専攻〕 【一般】英語外部試験利用 出願資格、試験免除［＜個別＞

英語］
L&R 400、
L&R+S&W：575

機械理工学科
〔航空理工学専攻〕

【一般】共テ前期（3教科型） 出願資格 L&R 400、
L&R+S&W：575

【一般】共テ前期（4教科型） 出願資格 L&R 400、
L&R+S&W：575

【一般】一般（S、A） 出願資格 L&R 400、
L&R+S&W：575

【総合型】自己推薦型 出願資格 L&R 500、
L&R+S&W：740

生命化学科 【一般】英語外部試験利用 出願資格、試験免除［＜個別＞
英語］

L&R 400、
L&R+S&W：575

− 【一般】英語外部試験利用 出願資格、試験免除［＜個別＞
英語］

L&R 400、
L&R+S&W：575

國學院大学 観光まちづくり学部 観光まちづくり学科 【一般】B 得点換算［＜個別＞外国語試験
/50点］ L&R+S&W：385

【一般】B 得点換算［＜個別＞外国語試験
/70点］ L&R+S&W：790

【一般】B 得点換算［＜個別＞外国語試験
/90点］ L&R+S&W：1095

【一般】B 得点換算［＜個別＞外国語試験
/100点］ L&R+S&W：1305

経済学部 経済学科、経営学科 【一般】B 得点換算［＜個別＞外国語試験
/50点］ L&R+S&W：385

【一般】B 得点換算［＜個別＞外国語試験
/70点］ L&R+S&W：790

【一般】B 得点換算［＜個別＞外国語試験
/90点］ L&R+S&W：1095

【一般】B 得点換算［＜個別＞外国語試験
/100点］ L&R+S&W：1305

【総合型】公募制自己推薦
（AO型） 出願資格 L&R+S&W：385

神道文化学部
（フレックスA<夜間主>、
フレックスB<昼間主>）

神道文化学科 【一般】B 得点換算［＜個別＞外国語試験
/50点］ L&R+S&W：385

【一般】B 得点換算［＜個別＞外国語試験
/70点］ L&R+S&W：790

【一般】B 得点換算［＜個別＞外国語試験
/90点］ L&R+S&W：1095

【一般】B 得点換算［＜個別＞外国語試験
/100点］ L&R+S&W：1305

人間開発学部 初等教育学科、健康体育学
科、子ども支援学科

【一般】B 得点換算［＜個別＞外国語試験
/50点］ L&R+S&W：385

【一般】B 得点換算［＜個別＞外国語試験
/70点］ L&R+S&W：790

【一般】B 得点換算［＜個別＞外国語試験
/90点］ L&R+S&W：1095

【一般】B 得点換算［＜個別＞外国語試験
/100点］ L&R+S&W：1305

文学部 外国語文化学科 【一般】B 得点換算［＜個別＞外国語試験
/100点］ L&R+S&W：385

【一般】B 得点換算［＜個別＞外国語試験
/140点］ L&R+S&W：790

【一般】B 得点換算［＜個別＞外国語試験
/180点］ L&R+S&W：1095

【一般】B 得点換算［＜個別＞外国語試験
/200点］ L&R+S&W：1305

【総合型】公募制自己推薦
（AO型） 出願資格 L&R+S&W：385

史学科 【一般】B 得点換算［＜個別＞外国語試験
/50点］ L&R+S&W：385

【一般】B 得点換算［＜個別＞外国語試験
/70点］ L&R+S&W：790

【一般】B 得点換算［＜個別＞外国語試験
/90点］ L&R+S&W：1095

【一般】B 得点換算［＜個別＞外国語試験
/100点］ L&R+S&W：1305

【総合型】公募制自己推薦
（AO型） 出願資格 L&R+S&W：385
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東京 國學院大学 文学部 哲学科 【一般】B 得点換算［＜個別＞外国語試験
/50点］ L&R+S&W：385

【一般】B 得点換算［＜個別＞外国語試験
/70点］ L&R+S&W：790

【一般】B 得点換算［＜個別＞外国語試験
/90点］ L&R+S&W：1095

【一般】B 得点換算［＜個別＞外国語試験
/100点］ L&R+S&W：1305

法学部 法律学科 【一般】B 得点換算［＜個別＞外国語試験
/50点］ L&R+S&W：385

【一般】B 得点換算［＜個別＞外国語試験
/70点］ L&R+S&W：790

【一般】B 得点換算［＜個別＞外国語試験
/90点］ L&R+S&W：1095

【一般】B 得点換算［＜個別＞外国語試験
/100点］ L&R+S&W：1305

こども教育宝仙大学 こども教育学部 幼児教育学科 【一般】A、B、C（Ⅰ類型、Ⅱ類型）試験免除［＜個別＞英語筆記］ L&R+S&W：625 ※3

駒澤大学 グローバル・メディア・スタ
ディーズ学部 グローバル・メディア学科 【一般】S 得点換算［＜個別＞外国語

（英語）/160点］
L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】S 得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/190点］

L&R 785、
L&R+S&W：1095

【総合型】特性評価型（A方式） 出願資格 L&R 600

経済学部 経済学科 【総合型】特性評価型 出願資格 L&R 500、
L&R+S&W：700

商学科 【総合型】特性評価型 出願資格 L&R 500、
L&R+S&W：700

仏教学部 禅学科、仏教学科 【総合型】特性評価型 出願資格 L&R 500

実践女子大学 生活科学部 現代生活学科 【学校推薦型】学校推薦型選抜
（公募） 出願資格 L&R+S&W：L&R225

かつS&W400

食生活科学科、生活環境学科、
生活文化学科、現代生活学科

【一般】Ⅰ3科目型
（外部試験利用）A、B 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：L&R550

かつS&W600
【一般】Ⅰ3科目型
（外部試験利用）A、B 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：L&R785

かつS&W775

人間社会学部 人間社会学科、現代社会学科 【一般】Ⅰ3科目型
（外部試験利用）A、B 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：L&R550

かつS&W600
【一般】Ⅰ3科目型
（外部試験利用）A、B 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：L&R785

かつS&W775

文学部 国文学科 【総合型】Ⅲ期 出願資格 L&R+S&W：L&R225
かつS&W400

【総合型】Ⅲ期 出願資格 L&R+S&W：L&R550
かつS&W600

国文学科、英文学科、美学美
術史学科

【一般】Ⅰ3科目型
（外部試験利用）A、B 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：L&R550

かつS&W600
【一般】Ⅰ3科目型
（外部試験利用）A、B 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：L&R785

かつS&W775

美学美術史学科 【学校推薦型】学校推薦型選抜
（公募併願） 出願資格 L&R+S&W：L&R550

かつS&W600

芝浦工業大学 システム理工学部 環境システム学科 【総合型】システム理工学部AO 出願資格 L&R+S&W：790

【総合型】駅伝プロジェクト 出願資格 ※1

機械制御システム学科 【総合型】システム理工学部AO 出願資格 L&R+S&W：790

【総合型】駅伝プロジェクト 出願資格 ※1

数理科学科 【総合型】システム理工学部AO 出願資格 L&R+S&W：790

【総合型】駅伝プロジェクト 出願資格 ※1

生命科学科
〔生命医工学コース〕

【総合型】システム理工学部AO 出願資格 L&R+S&W：790

【総合型】駅伝プロジェクト 出願資格 ※1

生命科学科〔生命科学コース〕【総合型】システム理工学部AO 出願資格 L&R+S&W：790

【総合型】駅伝プロジェクト 出願資格 ※1

電子情報システム学科 【総合型】システム理工学部AO 出願資格 L&R+S&W：790

【総合型】駅伝プロジェクト 出願資格 ※1

電子情報システム学科、機械制
御システム学科、環境システム
学科、生命科学科、数理科学科

【一般】英語資格・検定試験利用 出願資格 L&R+S&W：790

デザイン工学部 デザイン工学科 【一般】英語資格・検定試験利用 出願資格 L&R+S&W：790

デザイン工学科
〔ロボティクス・情報デザイン系〕【総合型】駅伝プロジェクト 出願資格 ※1

デザイン工学科
〔生産・プロダクトデザイン系〕 【総合型】駅伝プロジェクト 出願資格 ※1

建築学部 建築学科 【一般】英語資格・検定試験利用 出願資格 L&R+S&W：790

建築学科〔APコース（先進的
プロジェクトデザインコース）〕【総合型】駅伝プロジェクト 出願資格 ※1
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東京 芝浦工業大学 建築学部 建築学科〔APコース（先進的
プロジェクトデザインコース）〕【総合型】建築プロジェクト 出願資格 L&R+S&W：575

建築学科〔SAコース（空間・
建築デザインコース）〕 【総合型】駅伝プロジェクト 出願資格 ※1

建築学科〔UAコース（都市・
建築デザインコース）〕 【総合型】駅伝プロジェクト 出願資格 ※1

工学部 応用化学科 【学校推薦型】公募制推薦
（女子） 出願資格 L&R+S&W：575

機械機能工学科 【学校推薦型】公募制推薦
（女子） 出願資格 L&R+S&W：575

機械工学科 【学校推薦型】公募制推薦
（女子） 出願資格 L&R+S&W：575

機械工学科、機械機能工学科、材
料工学科、応用化学科、電気工学
科、電子工学科、情報通信工学科、
情報工学科、土木工学科

【一般】英語資格・検定試験利用 出願資格 L&R+S&W：790

【総合型】駅伝プロジェクト 出願資格 ※1

材料工学科 【学校推薦型】公募制推薦
（女子） 出願資格 L&R+S&W：575

情報工学科 【学校推薦型】公募制推薦
（女子） 出願資格 L&R+S&W：575

情報通信工学科 【学校推薦型】公募制推薦
（女子） 出願資格 L&R+S&W：575

電気工学科 【学校推薦型】公募制推薦
（女子） 出願資格 L&R+S&W：575

電子工学科 【学校推薦型】公募制推薦
（女子） 出願資格 L&R+S&W：575

土木工学科 【学校推薦型】公募制推薦
（女子） 出願資格 L&R+S&W：575

順天堂大学 スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 【総合型】総合型Ⅱ
（D方式〈グローバル型〉） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150 ※3

医療看護学部 看護学科 【学校推薦型】一般（公募制） 判定優遇・合否参考 ※1、※3

国際教養学部 国際教養学科 【一般】一般前 加点［＜個別＞英語］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】一般後 加点［＜個別＞英語］ L&R+S&W：1370 ※3

【学校推薦型】
外部試験利用特待生 出願資格 L&R+S&W：1560 ※3

【学校推薦型】学校推薦型 出願資格 L&R+S&W：1150 ※3

【総合型】総合型（A方式） 判定優遇・合否参考 ※1、※3

【総合型】総合型（A方式） 加点［＜個別＞英語］ L&R+S&W：1370 ※3

【総合型】総合型
（外部試験利用型） 出願資格 L&R+S&W：1560 ※3

保健医療学部 理学療法学科、診療放射線学科 【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 ※1、※3

保健看護学部 看護学科 【一般】一般A 判定優遇・合否参考 ※1、※3

【一般】共テ・独自併用 判定優遇・合否参考 ※1、※3

【一般】共テ利用前、後 判定優遇・合否参考 ※1、※3

【学校推薦型】公募制 判定優遇・合否参考 ※1、※3

【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 ※1、※3

上智大学 外国語学部 イスパニア語学科 【学校推薦型】公募制推薦 出願資格 L&R+S&W：
L&R650､S&W250

ドイツ語学科 【学校推薦型】公募制推薦 出願資格 L&R+S&W：
L&R550､S&W240

フランス語学科 【学校推薦型】公募制推薦 出願資格 L&R+S&W：
L&R650､S&W250

ポルトガル語学科 【学校推薦型】公募制推薦 出願資格 L&R+S&W：
L&R550､S&W240

ロシア語学科 【学校推薦型】公募制推薦 出願資格 L&R+S&W：
L&R550､S&W240

英語学科 【学校推薦型】公募制推薦 出願資格 L&R+S&W：
L&R785､S&W310

経済学部 経営学科 【学校推薦型】公募制推薦 出願資格 L&R+S&W：
L&R650､S&W250

経済学科 【学校推薦型】公募制推薦 出願資格 L&R+S&W：
L&R550､S&W240

総合グローバル学部 総合グローバル学科 【学校推薦型】公募制推薦 出願資格 L&R+S&W：
L&R650､S&W250

総合人間科学部 教育学科、心理学科、社会学科、
社会福祉学科、看護学科 【学校推薦型】公募制推薦 出願資格 L&R+S&W：

L&R550､S&W240

文学部 ドイツ文学科 【学校推薦型】公募制推薦 出願資格 L&R+S&W：
L&R550､S&W240

フランス文学科 【学校推薦型】公募制推薦 出願資格 L&R+S&W：
L&R550､S&W240

英文学科 【学校推薦型】公募制推薦 出願資格 L&R+S&W：
L&R700､S&W270

国文学科 【学校推薦型】公募制推薦 出願資格 L&R+S&W：
L&R550､S&W240
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東京 上智大学 文学部 史学科 【学校推薦型】公募制推薦 出願資格 L&R+S&W：
L&R550､S&W240

新聞学科 【学校推薦型】公募制推薦 出願資格 L&R+S&W：
L&R550､S&W240

哲学科 【学校推薦型】公募制推薦 出願資格 L&R+S&W：
L&R550､S&W240

法学部 国際関係法学科 【学校推薦型】公募制推薦 出願資格 L&R+S&W：
L&R785､S&W310

地球環境法学科 【学校推薦型】公募制推薦 出願資格 L&R+S&W：
L&R550､S&W240

法律学科 【学校推薦型】公募制推薦 出願資格 L&R+S&W：
L&R550､S&W240

理工学部 物質生命理工学科、機能創造
理工学科、情報理工学科 【学校推薦型】公募制推薦 出願資格 L&R+S&W：

L&R550､S&W240

昭和女子大学 国際学部 英語コミュニケーション学科 【学校推薦型】公募制 出願資格 L&R 550、Bridge 96

人間社会学部 現代教養学科 【学校推薦型】公募制 加点［書類選考］ L&R+S&W：L&R550
かつS&W240

【総合型】AO 加点［書類選考］ L&R+S&W：L&R550
かつS&W240

白百合女子大学 人間総合学部 児童文化学科、発達心理学科、
初等教育学科

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 945、
L&R+S&W：1305

文学部 英語英文学科 【学校推薦型】公募制推薦 出願資格 L&R 550

国語国文学科、フランス語フラ
ンス文学科、英語英文学科

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 945、
L&R+S&W：1305

成蹊大学 経営学部 総合経営学科 【一般】G（2教科型グローバル
教育プログラム統一）

得点換算［＜書類審査＞英語
外部検定試験/15点］ L&R+S&W：600

【一般】G（2教科型グローバル
教育プログラム統一）

得点換算［＜書類審査＞英語
外部検定試験/30点］ L&R+S&W：790

【一般】G（2教科型グローバル
教育プログラム統一）

得点換算［＜書類審査＞英語
外部検定試験/45点］ L&R+S&W：945

【一般】G（2教科型グローバル
教育プログラム統一）

得点換算［＜書類審査＞英語
外部検定試験/50点］ L&R+S&W：1095

【総合型】AOマルデス 加点［＜書類審査＞活動報告書］ ※1

経済学部 現代経済学科 【一般】G（2教科型グローバル
教育プログラム統一）

得点換算［＜書類審査＞英語
外部検定試験/15点］ L&R+S&W：600

【一般】G（2教科型グローバル
教育プログラム統一）

得点換算［＜書類審査＞英語
外部検定試験/30点］ L&R+S&W：790

【一般】G（2教科型グローバル
教育プログラム統一）

得点換算［＜書類審査＞英語
外部検定試験/45点］ L&R+S&W：945

【一般】G（2教科型グローバル
教育プログラム統一）

得点換算［＜書類審査＞英語
外部検定試験/50点］ L&R+S&W：1095

【総合型】AOマルデス 加点［＜書類審査＞活動報告書］ ※1

文学部 英語英米文学科 【一般】G（2教科型グローバル
教育プログラム統一）

得点換算［＜書類審査＞英語
外部検定試験/15点］ L&R+S&W：600

【一般】G（2教科型グローバル
教育プログラム統一）

得点換算［＜書類審査＞英語
外部検定試験/30点］ L&R+S&W：790

【一般】G（2教科型グローバル
教育プログラム統一）

得点換算［＜書類審査＞英語
外部検定試験/45点］ L&R+S&W：945

【一般】G（2教科型グローバル
教育プログラム統一）

得点換算［＜書類審査＞英語
外部検定試験/50点］ L&R+S&W：1095

英語英米文学科、日本文学科、
国際文化学科、現代社会学科 【総合型】AOマルデス 出願資格 L&R 560

国際文化学科 【一般】G（2教科型グローバル
教育プログラム統一）

得点換算［＜書類審査＞英語
外部検定試験/15点］ L&R+S&W：600

【一般】G（2教科型グローバル
教育プログラム統一）

得点換算［＜書類審査＞英語
外部検定試験/30点］ L&R+S&W：790

【一般】G（2教科型グローバル
教育プログラム統一）

得点換算［＜書類審査＞英語
外部検定試験/45点］ L&R+S&W：945

【一般】G（2教科型グローバル
教育プログラム統一）

得点換算［＜書類審査＞英語
外部検定試験/50点］ L&R+S&W：1095

法学部 法律学科、政治学科 【一般】G（2教科型グローバル
教育プログラム統一）

得点換算［＜書類審査＞英語
外部検定試験/15点］ L&R+S&W：600

【一般】G（2教科型グローバル
教育プログラム統一）

得点換算［＜書類審査＞英語
外部検定試験/30点］ L&R+S&W：790

【一般】G（2教科型グローバル
教育プログラム統一）

得点換算［＜書類審査＞英語
外部検定試験/45点］ L&R+S&W：945

【一般】G（2教科型グローバル
教育プログラム統一）

得点換算［＜書類審査＞英語
外部検定試験/50点］ L&R+S&W：1095

【総合型】AOマルデス 判定優遇・合否参考 ※2

成城大学 経済学部 経済学科、経営学科 【総合型】総合型 出願資格 L&R 520

【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 ※1
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東京 成城大学 文芸学部 ヨーロッパ文化学科 【総合型】総合型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150 ※3

英文学科 【総合型】総合型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150 ※3

聖心女子大学 現代教養学部 英語文化コミュニケーション学科、
日本語日本文学科、哲学科、史
学科、人間関係学科、国際交
流学科、心理学科、教育学科

【一般】一般（総合小論文） 加点
［＜個別＞資料読解の設問1］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】一般（総合小論文） 加点
［＜個別＞資料読解の設問1］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】一般（総合小論文） 加点
［＜個別＞資料読解の設問1］ L&R+S&W：1845 ※3

【総合型】
アドミッション・オフィス方式 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】
アドミッション・オフィス方式 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150 ※3

【総合型】
アドミッション・オフィス方式

試験免除、加点
［＜第1次審査＞小論文］ L&R+S&W：1845 ※3

【総合型】
アドミッション・オフィス方式 加点［＜第1次審査＞小論文］ L&R+S&W：1150 ※3

【総合型】
アドミッション・オフィス方式 加点［＜第1次審査＞小論文］ L&R+S&W：1560 ※3

専修大学 ネットワーク情報学部 ネットワーク情報学科 【一般】
一般前期（A、全学部統一） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：740

【一般】
一般前期（A、全学部統一） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：870

【一般】
一般前期（A、全学部統一） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1000

【一般】一般前期（AS） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：740

【一般】一般前期（AS） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：870

【一般】一般前期（AS） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1000

【一般】一般前期（F） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：740

【一般】一般前期（F） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：870

【一般】一般前期（F） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1000

【総合型】AO（自己アピール型） 判定優遇・合否参考 ※2

経営学部 経営学科 【学校推薦型】公募制推薦 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 500

経営学科、ビジネスデザイン学科【一般】
一般前期（A、全学部統一） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：740

【一般】
一般前期（A、全学部統一） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：870

【一般】
一般前期（A、全学部統一） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1000

経済学部 現代経済学科、生活環境経済
学科、国際経済学科

【一般】
一般前期（A、全学部統一） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：740

【一般】
一般前期（A、全学部統一） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：870

【一般】
一般前期（A、全学部統一） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1000

【一般】一般前期（AS） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：740

【一般】一般前期（AS） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：870

【一般】一般前期（AS） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1000

国際経済学科 【総合型】AO（英語資格型） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 550

国際コミュニケーション
学部

日本語学科、異文化コミュニ
ケーション学科

【一般】
一般前期（A、全学部統一） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：740

【一般】
一般前期（A、全学部統一） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：870

【一般】
一般前期（A、全学部統一） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1000

商学部 マーケティング学科、会計学科 【一般】
一般前期（A、全学部統一） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：740

【一般】
一般前期（A、全学部統一） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：870

【一般】
一般前期（A、全学部統一） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1000

【一般】一般前期（AS） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：740

【一般】一般前期（AS） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：870

【一般】一般前期（AS） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1000

人間科学部 心理学科、社会学科 【一般】
一般前期（A、全学部統一） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：740

【一般】
一般前期（A、全学部統一） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：870

【一般】
一般前期（A、全学部統一） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1000
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東京 専修大学 文学部 ジャーナリズム学科 【一般】
一般前期（A、全学部統一） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：740

【一般】
一般前期（A、全学部統一） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：870

【一般】
一般前期（A、全学部統一） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1000

英語英米文学科 【一般】
一般前期（A、全学部統一） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：740

【一般】
一般前期（A、全学部統一） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：870

【一般】
一般前期（A、全学部統一） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1000

【一般】一般前期（E） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：740

【一般】一般前期（E） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：870

【一般】一般前期（E） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1000

環境地理学科 【一般】
一般前期（A、全学部統一） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：740

【一般】
一般前期（A、全学部統一） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：870

【一般】
一般前期（A、全学部統一） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1000

哲学科 【一般】
一般前期（A、全学部統一） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：740

【一般】
一般前期（A、全学部統一） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：870

【一般】
一般前期（A、全学部統一） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1000

日本文学文化学科 【一般】
一般前期（A、全学部統一） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：740

【一般】
一般前期（A、全学部統一） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：870

【一般】
一般前期（A、全学部統一） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1000

【一般】一般前期（D） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：740

【一般】一般前期（D） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：870

【一般】一般前期（D） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1000

歴史学科 【一般】
一般前期（A、全学部統一） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：740

【一般】
一般前期（A、全学部統一） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：870

【一般】
一般前期（A、全学部統一） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1000

法学部 法律学科、政治学科 【一般】
一般前期（A、全学部統一） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：740

【一般】
一般前期（A、全学部統一） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：870

【一般】
一般前期（A、全学部統一） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1000

【一般】一般前期（AS） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：740

【一般】一般前期（AS） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：870

【一般】一般前期（AS） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1000

創価大学 看護学部 看護学科 【一般】共通テスト利用
（前期3科目） 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R 550

【一般】共通テスト利用
（前期3科目） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R 640

【一般】共通テスト利用
（前期3科目） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R 730

【一般】共通テスト利用
（前期4科目） 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R 550

【一般】共通テスト利用
（前期4科目） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R 640

【一般】共通テスト利用
（前期4科目） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R 730

【一般】一般（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R 550

【一般】一般（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/80%］ L&R 640

【一般】一般（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/90%］ L&R 730

【一般】全学統一 得点換算［＜共テ・個別＞英語
/70%］ L&R 550

【一般】全学統一 得点換算［＜共テ・個別＞英語
/80%］ L&R 640

【一般】全学統一 得点換算［＜共テ・個別＞英語
/90%］ L&R 730

【学校推薦型】公募 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R 550
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東京 創価大学 看護学部 看護学科 【学校推薦型】公募 得点換算［＜個別＞英語/80%］ L&R 640

【学校推薦型】公募 得点換算［＜個別＞英語/90%］ L&R 730

教育学部 教育学科 【一般】共通テスト利用
（前期3科目、後期3科目） 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R 550

【一般】共通テスト利用
（前期3科目、後期3科目） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R 640

【一般】共通テスト利用
（前期3科目、後期3科目） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R 730

【一般】共通テスト利用
（前期4科目） 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R 550

【一般】共通テスト利用
（前期4科目） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R 640

【一般】共通テスト利用
（前期4科目） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R 730

教育学科、児童教育学科 【一般】一般（2科目） 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R 550

【一般】一般（2科目） 得点換算［＜個別＞英語/80%］ L&R 640

【一般】一般（2科目） 得点換算［＜個別＞英語/90%］ L&R 730

【一般】一般（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R 550

【一般】一般（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/80%］ L&R 640

【一般】一般（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/90%］ L&R 730

【一般】全学統一 得点換算［＜共テ・個別＞英語
/70%］ L&R 550

【一般】全学統一 得点換算［＜共テ・個別＞英語
/80%］ L&R 640

【一般】全学統一 得点換算［＜共テ・個別＞英語
/90%］ L&R 730

【学校推薦型】公募 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R 550

【学校推薦型】公募 得点換算［＜個別＞英語/80%］ L&R 640

【学校推薦型】公募 得点換算［＜個別＞英語/90%］ L&R 730

児童教育学科 【一般】共通テスト利用
（前期3科目、後期3科目） 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R 550

【一般】共通テスト利用
（前期3科目、後期3科目） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R 640

【一般】共通テスト利用
（前期3科目、後期3科目） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R 730

【一般】共通テスト利用
（前期4科目） 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R 550

【一般】共通テスト利用
（前期4科目） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R 640

【一般】共通テスト利用
（前期4科目） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R 730

経営学部 経営学科 【一般】一般（2科目） 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R 550

【一般】一般（2科目） 得点換算［＜個別＞英語/80%］ L&R 640

【一般】一般（2科目） 得点換算［＜個別＞英語/90%］ L&R 730

【一般】一般（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R 550

【一般】一般（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/80%］ L&R 640

【一般】一般（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/90%］ L&R 730

【一般】共通テスト利用
（前期3科目、後期3科目） 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R 550

【一般】共通テスト利用
（前期3科目、後期3科目） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R 640

【一般】共通テスト利用
（前期3科目、後期3科目） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R 730

【一般】共通テスト利用
（前期4科目） 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R 550

【一般】共通テスト利用
（前期4科目） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R 640

【一般】共通テスト利用
（前期4科目） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R 730

【一般】全学統一 得点換算［＜共テ・個別＞英語
/70%］ L&R 550

【一般】全学統一 得点換算［＜共テ・個別＞英語
/80%］ L&R 640

【一般】全学統一 得点換算［＜共テ・個別＞英語
/90%］ L&R 730

【学校推薦型】公募 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R 550

【学校推薦型】公募 得点換算［＜個別＞英語/80%］ L&R 640
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東京 創価大学 経営学部 経営学科 【学校推薦型】公募 得点換算［＜個別＞英語/90%］ L&R 730

経済学部 経済学科 【一般】一般（2科目） 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R 550

【一般】一般（2科目） 得点換算［＜個別＞英語/80%］ L&R 640

【一般】一般（2科目） 得点換算［＜個別＞英語/90%］ L&R 730

【一般】一般（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R 550

【一般】一般（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/80%］ L&R 640

【一般】一般（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/90%］ L&R 730

【一般】共通テスト利用
（前期3科目、後期3科目） 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R 550

【一般】共通テスト利用
（前期3科目、後期3科目） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R 640

【一般】共通テスト利用
（前期3科目、後期3科目） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R 730

【一般】共通テスト利用
（前期4科目） 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R 550

【一般】共通テスト利用
（前期4科目） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R 640

【一般】共通テスト利用
（前期4科目） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R 730

【一般】全学統一 得点換算［＜共テ・個別＞英語
/70%］ L&R 550

【一般】全学統一 得点換算［＜共テ・個別＞英語
/80%］ L&R 640

【一般】全学統一 得点換算［＜共テ・個別＞英語
/90%］ L&R 730

【学校推薦型】公募 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R 550

【学校推薦型】公募 得点換算［＜個別＞英語/80%］ L&R 640

【学校推薦型】公募 得点換算［＜個別＞英語/90%］ L&R 730

国際教養学部 国際教養学科 【一般】一般（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R 550

【一般】一般（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/80%］ L&R 640

【一般】一般（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/90%］ L&R 730

【一般】共通テスト利用
（前期3科目、後期3科目） 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R 550

【一般】共通テスト利用
（前期3科目、後期3科目） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R 640

【一般】共通テスト利用
（前期3科目、後期3科目） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R 730

【一般】共通テスト利用
（前期4科目） 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R 550

【一般】共通テスト利用
（前期4科目） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R 640

【一般】共通テスト利用
（前期4科目） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R 730

【一般】全学統一 得点換算［＜共テ・個別＞英語
/70%］ L&R 550

【一般】全学統一 得点換算［＜共テ・個別＞英語
/80%］ L&R 640

【一般】全学統一 得点換算［＜共テ・個別＞英語
/90%］ L&R 730

【学校推薦型】公募 出願資格 L&R 550

【総合型】PASCAL 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 550

文学部 人間学科 【一般】一般（2科目） 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R 550

【一般】一般（2科目） 得点換算［＜個別＞英語/80%］ L&R 640

【一般】一般（2科目） 得点換算［＜個別＞英語/90%］ L&R 730

【一般】一般（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R 550

【一般】一般（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/80%］ L&R 640

【一般】一般（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/90%］ L&R 730

【一般】共通テスト利用
（前期3科目、後期3科目） 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R 550

【一般】共通テスト利用
（前期3科目、後期3科目） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R 640

【一般】共通テスト利用
（前期3科目、後期3科目） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R 730

【一般】共通テスト利用
（前期4科目） 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R 550
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東京 創価大学 文学部 人間学科 【一般】共通テスト利用
（前期4科目） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R 640

【一般】共通テスト利用
（前期4科目） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R 730

【一般】全学統一 得点換算［＜共テ・個別＞英語
/70%］ L&R 550

【一般】全学統一 得点換算［＜共テ・個別＞英語
/80%］ L&R 640

【一般】全学統一 得点換算［＜共テ・個別＞英語
/90%］ L&R 730

【学校推薦型】公募 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R 550

【学校推薦型】公募 得点換算［＜個別＞英語/80%］ L&R 640

【学校推薦型】公募 得点換算［＜個別＞英語/90%］ L&R 730

【総合型】PASCAL 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 450

法学部 法律学科 【一般】一般（2科目） 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R 550

【一般】一般（2科目） 得点換算［＜個別＞英語/80%］ L&R 640

【一般】一般（2科目） 得点換算［＜個別＞英語/90%］ L&R 730

【一般】一般（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R 550

【一般】一般（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/80%］ L&R 640

【一般】一般（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/90%］ L&R 730

【一般】共通テスト利用
（前期3科目、後期3科目） 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R 550

【一般】共通テスト利用
（前期3科目、後期3科目） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R 640

【一般】共通テスト利用
（前期3科目、後期3科目） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R 730

【一般】共通テスト利用
（前期4科目） 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R 550

【一般】共通テスト利用
（前期4科目） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R 640

【一般】共通テスト利用
（前期4科目） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R 730

【一般】全学統一 得点換算［＜共テ・個別＞英語
/70%］ L&R 550

【一般】全学統一 得点換算［＜共テ・個別＞英語
/80%］ L&R 640

【一般】全学統一 得点換算［＜共テ・個別＞英語
/90%］ L&R 730

【学校推薦型】公募 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R 550

【学校推薦型】公募 得点換算［＜個別＞英語/80%］ L&R 640

【学校推薦型】公募 得点換算［＜個別＞英語/90%］ L&R 730

理工学部 共生創造理工学科 【一般】共通テスト利用
（前期3科目、後期3科目） 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R 550

【一般】共通テスト利用
（前期3科目、後期3科目） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R 640

【一般】共通テスト利用
（前期3科目、後期3科目） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R 730

【一般】共通テスト利用
（前期4科目） 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R 550

【一般】共通テスト利用
（前期4科目） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R 640

【一般】共通テスト利用
（前期4科目） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R 730

情報システム工学科 【一般】共通テスト利用
（前期3科目、後期3科目） 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R 550

【一般】共通テスト利用
（前期3科目、後期3科目） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R 640

【一般】共通テスト利用
（前期3科目、後期3科目） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R 730

【一般】共通テスト利用
（前期4科目） 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R 550

【一般】共通テスト利用
（前期4科目） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R 640

【一般】共通テスト利用
（前期4科目） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R 730

情報システム工学科、共生創
造理工学科

【一般】一般（2科目） 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R 550

【一般】一般（2科目） 得点換算［＜個別＞英語/80%］ L&R 640

【一般】一般（2科目） 得点換算［＜個別＞英語/90%］ L&R 730

【一般】一般（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R 550



57

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

東京 創価大学 理工学部 情報システム工学科、共生創
造理工学科

【一般】一般（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/80%］ L&R 640

【一般】一般（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/90%］ L&R 730

【一般】全学統一 得点換算［＜共テ・個別＞英語
/70%］ L&R 550

【一般】全学統一 得点換算［＜共テ・個別＞英語
/80%］ L&R 640

【一般】全学統一 得点換算［＜共テ・個別＞英語
/90%］ L&R 730

【学校推薦型】公募 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R 550

【学校推薦型】公募 得点換算［＜個別＞英語/80%］ L&R 640

【学校推薦型】公募 得点換算［＜個別＞英語/90%］ L&R 730

大東文化大学 外国語学部 英語学科 【学校推薦型】公募制 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 370、
Bridge 136、BLR 69

日本語学科 【学校推薦型】公募制B方式 出願資格、判定優遇・合否参考 Bridge 124、BLR 58

経営学部 経営学科 【総合型】専願型 出願資格 L&R 450

高千穂大学 経営学部 経営学科 【総合型】総合型 加点［書類審査］ L&R 400

商学部 商学科 【総合型】総合型 加点［書類審査］ L&R 400

人間科学部 人間科学科 【総合型】総合型 加点［書類審査］ L&R 400

拓殖大学 外国語学部 スペイン語学科 【一般】
全国統一、2月後期統一、3月 得点換算［＜個別＞英語/160点］L&R+S&W：1150 ※3

【一般】
全国統一、2月後期統一、3月 得点換算［＜個別＞英語/200点］L&R+S&W：1560 ※3

【一般】2月（A、B、C） 得点換算［＜個別＞英語/160点］L&R+S&W：1150 ※3

【一般】2月（A、B、C） 得点換算［＜個別＞英語/200点］L&R+S&W：1560 ※3

【学校推薦型】公募制 加点［＜書類審査＞資格点］ ※2

【総合型】総合型（特別奨学生
奨学金対象区分以外） 判定優遇・合否参考 ※2

英米語学科 【一般】
全国統一、2月後期統一、3月 得点換算［＜個別＞英語/160点］L&R+S&W：1150 ※3

【一般】
全国統一、2月後期統一、3月 得点換算［＜個別＞英語/200点］L&R+S&W：1560 ※3

【一般】2月（A、B、C） 得点換算［＜個別＞英語/160点］L&R+S&W：1150 ※3

【一般】2月（A、B、C） 得点換算［＜個別＞英語/200点］L&R+S&W：1560 ※3

【学校推薦型】公募制 加点［＜書類審査＞資格点］ ※2

【総合型】総合型（特別奨学生
奨学金対象区分以外） 判定優遇・合否参考 ※2

英米語学科、中国語学科、スペ
イン語学科、国際日本語学科

【総合型】特別奨学生奨学金
対象区分 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 700

国際日本語学科 【一般】
全国統一、2月後期統一、3月 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】
全国統一、2月後期統一、3月 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560 ※3

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

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

【学校推薦型】公募制 加点［＜書類審査＞資格点］ ※2

【総合型】総合型（特別奨学生
奨学金対象区分以外） 判定優遇・合否参考 ※2

中国語学科 【一般】
全国統一、2月後期統一、3月 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】
全国統一、2月後期統一、3月 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560 ※3

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

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

【学校推薦型】公募制 加点［＜書類審査＞資格点］ ※2

【総合型】総合型（特別奨学生
奨学金対象区分以外） 判定優遇・合否参考 ※2

工学部 デザイン学科 【一般】2月（A、B、C） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150 ※3

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

【一般】工学部国際コース2月 得点換算［＜個別＞英語/160点］L&R+S&W：1150 ※3

【一般】工学部国際コース2月 得点換算［＜個別＞英語/200点］L&R+S&W：1560 ※3
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東京 拓殖大学 工学部 デザイン学科 【学校推薦型】公募制 加点［＜書類審査＞資格点］ ※2

【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 ※2

デザイン学科
〔工学国際コース〕

【総合型】総合型（特別奨学生
奨学金対象区分以外） 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】特別奨学生奨学金
対象区分

試験免除、得点換算［＜個別＞
英語（記述式）/満点］ L&R 500

機械システム工学科 【一般】2月（A、B、C） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150 ※3

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

【一般】工学部国際コース2月 得点換算［＜個別＞英語/160点］L&R+S&W：1150 ※3

【一般】工学部国際コース2月 得点換算［＜個別＞英語/200点］L&R+S&W：1560 ※3

【学校推薦型】公募制 加点［＜書類審査＞資格点］ ※2

【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 ※2

機械システム工学科
〔工学国際コース〕

【総合型】総合型（特別奨学生
奨学金対象区分以外） 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】特別奨学生奨学金
対象区分

試験免除、得点換算［＜個別＞
英語（記述式）/満点］ L&R 500

情報工学科 【一般】2月（A、B、C） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150 ※3

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

【一般】工学部国際コース2月 得点換算［＜個別＞英語/160点］L&R+S&W：1150 ※3

【一般】工学部国際コース2月 得点換算［＜個別＞英語/200点］L&R+S&W：1560 ※3

【学校推薦型】公募制 加点［＜書類審査＞資格点］ ※2

【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 ※2

情報工学科〔工学国際コース〕【総合型】総合型（特別奨学生
奨学金対象区分以外） 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】特別奨学生奨学金
対象区分

試験免除、得点換算［＜個別＞
英語（記述式）/満点］ L&R 500

電子システム工学科 【一般】2月（A、B、C） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150 ※3

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

【一般】工学部国際コース2月 得点換算［＜個別＞英語/160点］L&R+S&W：1150 ※3

【一般】工学部国際コース2月 得点換算［＜個別＞英語/200点］L&R+S&W：1560 ※3

【学校推薦型】公募制 加点［＜書類審査＞資格点］ ※2

【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 ※2

電子システム工学科
〔工学国際コース〕

【総合型】総合型（特別奨学生
奨学金対象区分以外） 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】特別奨学生奨学金
対象区分

試験免除、得点換算［＜個別＞
英語（記述式）/満点］ L&R 500

国際学部 国際学科 【一般】
全国統一、2月後期統一、3月 得点換算［＜個別＞英語/120点］L&R+S&W：1150 ※3

【一般】
全国統一、2月後期統一、3月 得点換算［＜個別＞英語/150点］L&R+S&W：1560 ※3

【一般】2月（A、B、C） 得点換算［＜個別＞英語/120点］L&R+S&W：1150 ※3

【一般】2月（A、B、C） 得点換算［＜個別＞英語/150点］L&R+S&W：1560 ※3

【学校推薦型】公募制（特別奨
学生奨学金対象区分以外） 加点［＜書類審査＞資格点］ ※2

【学校推薦型】特別奨学生奨
学金対象区分 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 700

【総合型】総合型（特別奨学生
奨学金対象区分以外） 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】特別奨学生奨学金
対象区分 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 700

商学部 経営学科 【学校推薦型】特別奨学生奨
学金対象区分 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 700

【総合型】特別奨学生奨学金
対象区分 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 700

経営学科、国際ビジネス学科、
会計学科

【一般】
全国統一、2月後期統一、3月 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】
全国統一、2月後期統一、3月 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560 ※3

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

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

【学校推薦型】公募制（経営学
科と国際ビジネス学科は特別
奨学生奨学金対象区分以外）

加点［＜書類審査＞資格点］ ※2
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東京 拓殖大学 商学部 経営学科、国際ビジネス学科、
会計学科

【総合型】総合型（経営学科と
国際ビジネス学科は特別奨学
生奨学金対象区分以外）

判定優遇・合否参考 ※2

国際ビジネス学科 【学校推薦型】特別奨学生奨
学金対象区分 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 700

【総合型】特別奨学生奨学金
対象区分 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 700

政経学部 法律政治学科、経済学科 【一般】
全国統一、2月後期統一、3月 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】
全国統一、2月後期統一、3月 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560 ※3

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

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

【学校推薦型】公募制 加点［＜書類審査＞資格点］ ※2

【総合型】総合型（特別奨学生
奨学金対象区分以外） 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】特別奨学生奨学金
対象区分 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 700

玉川大学 リベラルアーツ学部 リベラルアーツ学科 【一般】TOEIC（R）スコア利用 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 550、BLR 94

【学校推薦型】公募制 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 400、BLR 74

【総合型】総合型入学審査 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 400、BLR 74

観光学部 観光学科 【一般】TOEIC（R）スコア利用 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 550、BLR 94

【学校推薦型】公募制 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 400、BLR 74

【総合型】総合型入学審査 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 400、BLR 74

教育学部 教育学科、乳幼児発達学科 【一般】TOEIC（R）スコア利用 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 550、BLR 94

【学校推薦型】公募制 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 400、BLR 74

【総合型】首都圏教員養成総合
型入学審査 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 550、BLR 94

【総合型】総合型入学審査 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 400、BLR 74

経営学部 国際経営学科 【一般】TOEIC（R）スコア利用 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 550、BLR 94

【学校推薦型】公募制 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 400、BLR 74

【総合型】総合型入学審査 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 400、BLR 74

芸術学部 アート・デザイン学科
〔美術教育コース〕

【総合型】首都圏教員養成総合
型入学審査 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 550、BLR 94

音楽学科、アート・デザイン学科、
演劇・舞踊学科

【一般】TOEIC（R）スコア利用 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 550、BLR 94

【学校推薦型】公募制 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 400、BLR 74

【総合型】総合型入学審査 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 400、BLR 74

音楽学科〔音楽教育コース〕 【総合型】首都圏教員養成総合
型入学審査 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 550、BLR 94

工学部 エンジニアリングデザイン学科 【一般】TOEIC（R）スコア利用 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 550、BLR 94

【総合型】総合型入学審査 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 400、BLR 74

ソフトウェアサイエンス学科 【一般】TOEIC（R）スコア利用 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 550、BLR 94

【総合型】総合型入学審査 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 400、BLR 74

マネジメントサイエンス学科 【一般】TOEIC（R）スコア利用 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 550、BLR 94

【総合型】総合型入学審査 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 400、BLR 74

情報通信工学科 【一般】TOEIC（R）スコア利用 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 550、BLR 94

【総合型】総合型入学審査 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 400、BLR 74

数学教員養成プログラム 【一般】TOEIC（R）スコア利用 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 550、BLR 94

【総合型】総合型入学審査 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 400、BLR 74

農学部 生産農学科、環境農学科、
先端食農学科

【一般】TOEIC（R）スコア利用 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 550、BLR 94

【学校推薦型】公募制 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 400、BLR 74

【総合型】総合型入学審査 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 400、BLR 74

生産農学科
〔理科教員養成プログラム〕

【総合型】首都圏教員養成総合
型入学審査 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 550、BLR 94

文学部 英語教育学科 【学校推薦型】公募制 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 400、BLR 74
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東京 玉川大学 文学部 英語教育学科 【総合型】首都圏教員養成総合
型入学審査 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 550、BLR 94

【総合型】総合型入学審査 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 400、BLR 74

英語教育学科、国語教育学科 【一般】TOEIC（R）スコア利用 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 550、BLR 94

国語教育学科 【学校推薦型】公募制 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 400、BLR 74

【総合型】首都圏教員養成総合
型入学審査 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 550、BLR 94

【総合型】総合型入学審査 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 400、BLR 74

多摩大学 グローバルスタディーズ学部 グローバルスタディーズ学科 【学校推薦型】公募 出願資格 L&R 350、Bridge 135

【総合型】コミュニケーション、Ⅰ
期、Ⅱ期、Ⅲ期、Ⅳ期 加点［書類審査/10点］ L&R 350

【総合型】コミュニケーション、Ⅰ
期、Ⅱ期、Ⅲ期、Ⅳ期 加点［書類審査/15点］ L&R 450

経営情報学部 経営情報学科、事業構想学科 【総合型】コミュニケーション、Ⅰ
期、Ⅱ期、Ⅲ期、Ⅳ期 加点［書類審査/5点］ L&R 350

【総合型】コミュニケーション、Ⅰ
期、Ⅱ期、Ⅲ期、Ⅳ期 加点［書類審査/10点］ L&R 450

中央大学 経済学部 経済学科、経済情報システム学科、
国際経済学科、公共・環境経済学科 【総合型】英語運用能力特別 出願資格 L&R+S&W：940

国際経営学部 国際経営学科 【一般】英語外部試験利用 出願資格 L&R+S&W：
L&R550､S&W240

【一般】英語外部試験利用 得点換算［＜個別＞英語資格・
検定試験/170点］ L&R+S&W：1150

【総合型】自己推薦 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：
L&R785､S&W310

【一般】英語外部試験利用 出願資格 L&R+S&W：850

商学部 経営学科、会計学科、国際
マーケティング学科、金融学科

【総合型】英語運用能力特別 出願資格 L&R+S&W：940

総合政策学部 政策科学科、国際政策文化学科 【一般】英語外部試験利用 出願資格 L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】英語外部試験利用 加点［＜個別＞外国語および
国語/30点］ L&R+S&W：1050

文学部 人文社会学科 【一般】英語外部試験利用
<英語文学文化専攻、学びの
パスポートプログラム以外>

出願資格 L&R+S&W：1150 ※3

【一般】英語外部試験利用
＜英語文学文化専攻＞ 出願資格 L&R+S&W：1410 ※3

【総合型】自己推薦特別
（外国語型） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1410 ※3

法学部 法律学科、国際企業関係法学
科、政治学科

【総合型】チャレンジ 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】英語運用能力特別 出願資格 L&R 785

津田塾大学 学芸学部 英語英文学科 【学校推薦型】学校推薦型 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】総合型 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

国際関係学科 【総合型】総合型 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

情報科学科 【総合型】総合型 出願資格 ※1

多文化・国際協力学科 【学校推薦型】学校推薦型 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

総合政策学部 総合政策学科 【総合型】総合型 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

帝京科学大学 医療科学部 医療福祉学科 【一般】Ⅰ、Ⅱ 判定優遇・合否参考 L&R 500、
L&R+S&W：780

【一般】共テ利用 判定優遇・合否参考 L&R 500、
L&R+S&W：780

看護学科 【一般】Ⅰ、Ⅱ 判定優遇・合否参考 L&R 500、
L&R+S&W：780

【一般】共テ利用 判定優遇・合否参考 L&R 500、
L&R+S&W：780

作業療法学科 【一般】Ⅰ、Ⅱ 判定優遇・合否参考 L&R 500、
L&R+S&W：780

【一般】共テ利用 判定優遇・合否参考 L&R 500、
L&R+S&W：780

柔道整復学科 【一般】Ⅰ、Ⅱ 判定優遇・合否参考 L&R 500、
L&R+S&W：780

【一般】共テ利用 判定優遇・合否参考 L&R 500、
L&R+S&W：780

東京柔道整復学科 【一般】Ⅰ、Ⅱ 判定優遇・合否参考 L&R 500、
L&R+S&W：780

【一般】共テ利用 判定優遇・合否参考 L&R 500、
L&R+S&W：780

東京理学療法学科 【一般】Ⅰ、Ⅱ 判定優遇・合否参考 L&R 500、
L&R+S&W：780

【一般】共テ利用 判定優遇・合否参考 L&R 500、
L&R+S&W：780

東京理学療法学科、東京柔道
整復学科、看護学科、医療福
祉学科、理学療法学科、作業
療法学科、柔道整復学科

【学校推薦型】学校推薦型選抜
試験 判定優遇・合否参考 L&R 500、

L&R+S&W：780
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東京 帝京科学大学 医療科学部 東京理学療法学科、東京柔道
整復学科、看護学科、医療福祉
学科、理学療法学科、作業療法
学科、柔道整復学科

【総合型】総合型選抜試験 判定優遇・合否参考 L&R 500、
L&R+S&W：780

理学療法学科 【一般】Ⅰ、Ⅱ 判定優遇・合否参考 L&R 500、
L&R+S&W：780

【一般】共テ利用 判定優遇・合否参考 L&R 500、
L&R+S&W：780

教育人間科学部 幼児保育学科、学校教育学科、
こども学科

【一般】Ⅰ、Ⅱ 判定優遇・合否参考 L&R 500、
L&R+S&W：780

【一般】共テ利用 判定優遇・合否参考 L&R 500、
L&R+S&W：780

【学校推薦型】学校推薦型選抜
試験 判定優遇・合否参考 L&R 500、

L&R+S&W：780

【総合型】総合型選抜試験 判定優遇・合否参考 L&R 500、
L&R+S&W：780

生命環境学部 アニマルサイエンス学科、生命
科学科、自然環境学科

【一般】Ⅰ、Ⅱ 判定優遇・合否参考 L&R 500、
L&R+S&W：780

【一般】共テ利用 判定優遇・合否参考 L&R 500、
L&R+S&W：780

【学校推薦型】学校推薦型選抜
試験 判定優遇・合否参考 L&R 500、

L&R+S&W：780

【総合型】総合型選抜試験 判定優遇・合否参考 L&R 500、
L&R+S&W：780

帝京大学 医学部 医学科 【学校推薦型】公募 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1095

医療技術学部 スポーツ医療学科 【学校推薦型】公募 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

スポーツ医療学科
〔健康スポーツコース〕

【一般】一般（全日程） 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

看護学科 【学校推薦型】公募 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

視能矯正学科 【学校推薦型】公募 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

柔道整復学科 【学校推薦型】公募 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

診療放射線学科 【学校推薦型】公募 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

臨床検査学科 【学校推薦型】公募 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

外国語学部 外国語学科 【一般】一般（全日程） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：790

【学校推薦型】公募 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：790

【総合型】総合型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：790

教育学部 教育文化学科、初等教育学科 【一般】一般（全日程） 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

【学校推薦型】公募 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

経済学部 観光経営学科 【一般】一般（全日程） 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

経営学科 【一般】一般（全日程） 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

経済学科 【一般】一般（全日程） 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790
経済学科、地域経済学科、経営学
科、観光経営学科、国際経済学科 【学校推薦型】公募 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

国際経済学科 【一般】一般（全日程） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：790

【総合型】総合型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：790

地域経済学科 【一般】一般（全日程） 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

福岡医療技術学部 理学療法学科、作業療法学科、
看護学科、診療放射線学科、
医療技術学科

【学校推薦型】公募 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

文学部 史学科 【一般】一般（全日程） 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

社会学科 【一般】一般（全日程） 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

心理学科 【一般】一般（全日程） 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

日本文化学科 【一般】一般（全日程） 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790
日本文化学科、史学科、社会
学科、心理学科 【学校推薦型】公募 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790
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東京 帝京大学 文学部 日本文化学科、史学科、社会
学科、心理学科 【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

法学部 法律学科、政治学科 【一般】一般（全日程） 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

【学校推薦型】公募 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

薬学部 薬学科 【学校推薦型】公募 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

理工学部 バイオサイエンス学科 【一般】一般（全日程） 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

【学校推薦型】公募 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

機械・精密システム工学科 【一般】一般（全日程） 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

【学校推薦型】公募 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

航空宇宙工学科
〔ヘリパイロットコース〕

【一般】一般（全日程） 出願資格 L&R 420

【一般】一般（全日程） 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

【一般】共通テスト 出願資格 L&R 420

【総合型】総合型 出願資格 L&R 420

【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 L&R 790

航空宇宙工学科
〔航空宇宙工学コース〕

【一般】一般（全日程） 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

【学校推薦型】公募 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

情報電子工学科 【一般】一般（全日程） 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

【学校推薦型】公募 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

帝京平成大学 ヒューマンケア学部 看護学科 【一般】一般入試（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ） 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】共テ（Ⅰ期・Ⅱ期） 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

柔道整復学科 【一般】一般入試（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ） 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】共テ（Ⅰ期・Ⅱ期） 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

鍼灸学科 【一般】一般入試（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ） 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】共テ（Ⅰ期・Ⅱ期） 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

鍼灸学科、柔道整復学科、看護
学科 【学校推薦型】公募制 判定優遇・合否参考 L&R 550、

L&R+S&W：790

健康メディカル学部 医療科学科 【一般】一般入試（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ） 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

【学校推薦型】公募制 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

健康栄養学科 【一般】一般入試（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ） 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

【学校推薦型】公募制 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

健康栄養学科、心理学科、言
語聴覚学科、作業療法学科、
理学療法学科、医療科学科

【一般】共テ（Ⅰ期・Ⅱ期） 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

言語聴覚学科 【一般】一般入試（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ） 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

【学校推薦型】公募制 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

作業療法学科 【一般】一般入試（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ） 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

【学校推薦型】公募制 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790



63

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

東京 帝京平成大学 健康メディカル学部 作業療法学科 【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

心理学科 【一般】一般入試（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ） 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

【学校推薦型】公募制 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

理学療法学科 【一般】一般入試（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ） 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

【学校推薦型】公募制 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

健康医療スポーツ学部 リハビリテーション学科 【一般】一般入試（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ） 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】共テ（Ⅰ期・Ⅱ期） 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

【学校推薦型】公募制 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

医療スポーツ学科 【一般】一般入試（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ） 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】共テ（Ⅰ期・Ⅱ期） 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

【学校推薦型】公募制 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

看護学科 【一般】一般入試（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ） 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】共テ（Ⅰ期・Ⅱ期） 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

【学校推薦型】公募制 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

柔道整復学科 【一般】一般入試（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ） 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】共テ（Ⅰ期・Ⅱ期） 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

【学校推薦型】公募制 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

人文社会学部 児童学科、人間文化学科、経営
学科、観光経営学科

【一般】一般入試（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ） 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】共テ（Ⅰ期・Ⅱ期） 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

【学校推薦型】公募制 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

薬学部 薬学科 【一般】一般入試（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ） 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】共テ（Ⅰ期・Ⅱ期） 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

【学校推薦型】公募制 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 L&R 550、
L&R+S&W：790

デジタルハリウッド大学 デジタルコミュニケーション
学部

デジタルコンテンツ学科 【一般】A 判定優遇・合否参考 ※1

【一般】B 判定優遇・合否参考 ※1

【一般】共テ利用1、2、3 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】オータム･トライアウト 加点［合計点/5点］ L&R+S&W：1150 ※3

【総合型】オータム･トライアウト 加点［合計点/10点］ L&R+S&W：1560 ※3

【総合型】オータム･トライアウト（特待
生選考の英語コミュニケーション型） 出願資格 L&R+S&W：1560 ※3

【総合型】オータム･トライアウト（特待生選
考の作品型・企画プレゼンテーション型） 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】総合型 加点［合計点/5点］ L&R+S&W：1150 ※3

【総合型】総合型 加点［合計点/10点］ L&R+S&W：1560 ※3

【総合型】特待生選考（英語コミュニ
ケーション型） 出願資格 L&R+S&W：1560 ※3

【総合型】特待生選考（作品型・企
画プレゼンテーション型・e−sports
特化型）

加点［合計点/5点］ L&R+S&W：1150 ※3

【総合型】特待生選考（作品型・企
画プレゼンテーション型・e−sports
特化型）

加点［合計点/10点］ L&R+S&W：1560 ※3
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東京 東海大学 医学部 看護学科 【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

【一般】文系・理系学部統一
（後） 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】文系・理系学部統一
（後） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

海洋学部 海洋生物学科 【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

海洋理工学科 【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

水産学科 【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

観光学部 観光学科 【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

教養学部 芸術学科 【一般】一般（専門試験型） 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】一般（専門試験型） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

【一般】一般（筆記試験型） 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】一般（筆記試験型） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

人間環境学科 【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

経営学部 経営学科 【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

健康学部 健康マネジメント学科 【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

建築都市学部 建築学科 【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

建築学科、土木工学科 【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

土木工学科 【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730
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東京 東海大学 建築都市学部 土木工学科 【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

工学部 医工学科 【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

応用化学科 【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

機械システム工学科 【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

機械工学科 【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

航空宇宙学科
〔航空宇宙学専攻〕

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

【一般】工学部航空宇宙学科
航空操縦学専攻選抜 出願資格 L&R 600

生物工学科 【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

電気電子工学科 【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

国際学部 国際学科 【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

国際文化学部 地域創造学科、国際コミュニ
ケーション学科

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

児童教育学部 児童教育学科 【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

情報通信学部 情報通信学科 【一般】文系・理系学部統一
（前、後）、一般 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730
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東京 東海大学 情報通信学部 情報通信学科 【一般】文系・理系学部統一
（前、後）、一般 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

情報理工学部 コンピュータ応用工学科 【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

情報メディア学科 【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

情報科学科 【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

情報科学科、コンピュータ応用
工学科、情報メディア学科

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

人文学部 人文学科 【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

政治経済学部 政治学科、経済学科 【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

生物学部 生物学科、海洋生物科学科 【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

体育学部 スポーツ・レジャーマネジメント
学科

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

競技スポーツ学科 【一般】文系・理系学部統一
（前） 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】文系・理系学部統一
（前） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

生涯スポーツ学科 【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

体育学科 【一般】文系・理系学部統一
（前） 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】文系・理系学部統一
（前） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

体育学科、競技スポーツ学科、
武道学科、生涯スポーツ学科、
スポーツ・レジャーマネジメント
学科

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/113点］L&R+S&W：730

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/135点］L&R+S&W：1000

武道学科 【一般】文系・理系学部統一
（前） 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】文系・理系学部統一
（前） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

農学部 農学科、動物科学科、食生命
科学科

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

文学部 文明学科、歴史学科、日本文学
科、英語文化コミュニケーション
学科

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

文化社会学部 アジア学科、ヨーロッパ・アメリ
カ学科、北欧学科、文芸創作
学科、広報メディア学科、心理・
社会学科

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000
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東京 東海大学 文化社会学部 アジア学科、ヨーロッパ・アメリ
カ学科、北欧学科、文芸創作
学科、広報メディア学科、心理・
社会学科

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

文理融合学部 経営学科 【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

経営学科、地域社会学科、
人間情報工学科

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

地域社会学科 【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

人間情報工学科 【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

法学部 法律学科 【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

理学部 数学科、情報数理学科、物理
学科、化学科

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：730

【一般】文系・理系学部統一
（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1000

東京音楽大学 音楽学部 音楽学科〔ミュージック・リベラル
アーツ専攻〕

【総合型】総合型、総合型
（秋学期入学者） 出願資格 L&R+S&W：1150

東京家政大学 人文学部 英語コミュニケーション学科 【学校推薦型】グローアップ入試
（公募推薦１期） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 550

東京工芸大学 工学部 工学科 【学校推薦型】公募制 加点
［調査書・推薦書の評価/3点］

L&R 150、
L&R+S&W：320

【学校推薦型】公募制 加点
［調査書・推薦書の評価/5点］

L&R 225、
L&R+S&W：625

東京慈恵会医科大学 医学部 医学科 【一般】一般 判定優遇・合否参考 ※1

東京女子大学 現代教養学部 国際英語学科 【総合型】知のかけはし 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

国際社会学科 【総合型】知のかけはし 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

人文学科 【総合型】知のかけはし 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

心理・コミュニケーション学科 【総合型】知のかけはし 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

数理科学科 【総合型】知のかけはし 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

東京電機大学 システムデザイン工学部 情報システム工学科、デザイン
工学科 【一般】英語外部試験利用 出願資格、試験免除［＜個別＞

英語］
L&R+S&W：385

（L&R225､S&W160）

工学部（第一部） 電気電子工学科、電子システム工
学科、応用化学科、機械工学科、先
端機械工学科、情報通信工学科

【一般】英語外部試験利用 出願資格、試験免除［＜個別＞
英語］

L&R+S&W：385
（L&R225､S&W160）

未来科学部 ロボット・メカトロニクス学科 【一般】英語外部試験利用 出願資格、試験免除［＜個別＞
英語］

L&R+S&W：385
（L&R225､S&W160）

建築学科 【一般】英語外部試験利用 出願資格、試験免除［＜個別＞
英語］

L&R+S&W：385
（L&R225､S&W160）

情報メディア学科 【一般】英語外部試験利用 出願資格、試験免除［＜個別＞
英語］

L&R+S&W：385
（L&R225､S&W160）

理工学部 理工学科〔機械工学系〕 【一般】英語外部試験利用 出願資格、試験免除［＜個別＞
英語］

L&R+S&W：385
（L&R225､S&W160）

理工学科
〔建築・都市環境学系〕 【一般】英語外部試験利用 出願資格、試験免除［＜個別＞

英語］
L&R+S&W：385

（L&R225､S&W160）
理工学科

〔情報システムデザイン学系〕 【一般】英語外部試験利用 出願資格、試験免除［＜個別＞
英語］

L&R+S&W：385
（L&R225､S&W160）

理工学科〔生命科学系〕 【一般】英語外部試験利用 出願資格、試験免除［＜個別＞
英語］

L&R+S&W：385
（L&R225､S&W160）

理工学科〔電子工学系〕 【一般】英語外部試験利用 出願資格、試験免除［＜個別＞
英語］

L&R+S&W：385
（L&R225､S&W160）

理工学科〔理学系〕 【一般】英語外部試験利用 出願資格、試験免除［＜個別＞
英語］

L&R+S&W：385
（L&R225､S&W160）

東京都市大学 メディア情報学部 社会メディア学科 【一般】一般前（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/50点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】一般前（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】一般前（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】一般前（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1355 ※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



68

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

東京 東京都市大学 メディア情報学部 社会メディア学科 【一般】一般前（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560 ※3

【一般】一般前（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/50点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】一般前（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】一般前（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】一般前（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1355 ※3

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

【一般】一般中（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/50点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】一般中（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】一般中（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】一般中（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1355 ※3

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

【一般】一般中（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/50点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】一般中（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】一般中（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】一般中（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1355 ※3

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

【学校推薦型】公募制
（レラティブ型） 加点［＜調査書＞資格/5点］ L&R+S&W：625

（L&R225､S&W160）※3
【学校推薦型】公募制
（一般推薦型） 加点［＜調査書＞資格/5点］ L&R+S&W：625

（L&R225､S&W160）※3

社会メディア学科、情報システム
学科

【学校推薦型】公募制
（グローバル志向型） 出願資格 L&R+S&W：1150 ※3

【学校推薦型】公募制
（グローバル志向型） 加点［＜調査書＞資格/5点］ L&R+S&W：625

（L&R225､S&W160）※3

情報システム学科 【一般】一般前（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/50点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】一般前（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】一般前（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】一般前（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1355 ※3

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

【一般】一般前（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/50点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】一般前（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】一般前（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】一般前（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1355 ※3

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

【一般】一般中（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/50点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】一般中（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】一般中（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】一般中（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1355 ※3

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

【一般】一般中（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/50点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】一般中（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】一般中（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】一般中（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1355 ※3

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

【学校推薦型】公募制
（レラティブ型） 加点［＜調査書＞資格/5点］ L&R+S&W：625

（L&R225､S&W160）※3
【学校推薦型】公募制
（一般推薦型） 加点［＜調査書＞資格/5点］ L&R+S&W：625

（L&R225､S&W160）※3

環境学部 環境経営システム学科 【学校推薦型】公募制
（レラティブ型） 加点［＜調査書＞資格/5点］ L&R+S&W：625

（L&R225､S&W160）※3
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東京 東京都市大学 環境学部 環境経営システム学科 【学校推薦型】公募制
（一般推薦型） 加点［＜調査書＞資格/5点］ L&R+S&W：625

（L&R225､S&W160）※3

環境創生学科 【学校推薦型】公募制
（レラティブ型） 加点［＜調査書＞資格/5点］ L&R+S&W：625

（L&R225､S&W160）※3
【学校推薦型】公募制
（一般推薦型） 加点［＜調査書＞資格/5点］ L&R+S&W：625

（L&R225､S&W160）※3

環境創生学科、環境経営シス
テム学科

【一般】一般前（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/50点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】一般前（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】一般前（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】一般前（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1355 ※3

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

【一般】一般前（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/50点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】一般前（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】一般前（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】一般前（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1355 ※3

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

【一般】一般後（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/50点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】一般後（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】一般後（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】一般後（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1355 ※3

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

【一般】一般後（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/50点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】一般後（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】一般後（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】一般後（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1355 ※3

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

【学校推薦型】公募制
（グローバル志向型） 出願資格 L&R+S&W：1150 ※3

【学校推薦型】公募制
（グローバル志向型） 加点［＜調査書＞資格/5点］ L&R+S&W：625

（L&R225､S&W160）※3
【総合型】総合型
（2段階選抜制） 判定優遇・合否参考 L&R 550

建築都市デザイン学部 建築学科 【学校推薦型】公募制
（レラティブ型） 加点［＜調査書＞資格/5点］ L&R+S&W：625

（L&R225､S&W160）※3
【学校推薦型】公募制
（一般推薦型） 加点［＜調査書＞資格/5点］ L&R+S&W：625

（L&R225､S&W160）※3

建築学科、都市工学科 【一般】一般前（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/50点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】一般前（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】一般前（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】一般前（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1355 ※3

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

【一般】一般前（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/50点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】一般前（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】一般前（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】一般前（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1355 ※3

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

【一般】一般後（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/50点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】一般後（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】一般後（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】一般後（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1355 ※3

【一般】一般後（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560 ※3
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東京 東京都市大学 建築都市デザイン学部 建築学科、都市工学科 【一般】一般後（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/50点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】一般後（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】一般後（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】一般後（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1355 ※3

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

【学校推薦型】公募制
（グローバル志向型） 出願資格 L&R+S&W：1150 ※3

【学校推薦型】公募制
（グローバル志向型） 加点［＜調査書＞資格/5点］ L&R+S&W：625

（L&R225､S&W160）※3

都市工学科 【学校推薦型】公募制
（レラティブ型） 加点［＜調査書＞資格/5点］ L&R+S&W：625

（L&R225､S&W160）※3
【学校推薦型】公募制
（一般推薦型） 加点［＜調査書＞資格/5点］ L&R+S&W：625

（L&R225､S&W160）※3

情報工学部 情報科学科 【学校推薦型】公募制
（一般推薦型） 加点［＜調査書＞資格/5点］ L&R+S&W：625

（L&R225､S&W160）※3

情報科学科、知能情報工学科 【一般】一般前（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/50点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】一般前（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】一般前（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】一般前（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1355 ※3

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

【一般】一般前（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/50点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】一般前（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】一般前（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】一般前（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1355 ※3

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

【一般】一般中（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/50点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】一般中（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】一般中（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】一般中（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1355 ※3

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

【一般】一般中（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/50点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】一般中（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】一般中（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】一般中（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1355 ※3

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

【学校推薦型】公募制
（グローバル志向型） 出願資格 L&R+S&W：1150 ※3

【学校推薦型】公募制
（グローバル志向型） 加点［＜調査書＞資格/5点］ L&R+S&W：625

（L&R225､S&W160）※3
【学校推薦型】公募制
（レラティブ型） 加点［＜調査書＞資格/5点］ L&R+S&W：625

（L&R225､S&W160）※3

知能情報工学科 【学校推薦型】公募制
（一般推薦型） 加点［＜調査書＞資格/5点］ L&R+S&W：625

（L&R225､S&W160）※3

都市生活学部 都市生活学科 【一般】一般前（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/50点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】一般前（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】一般前（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】一般前（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1355 ※3

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

【一般】一般前（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/50点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】一般前（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】一般前（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】一般前（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1355 ※3
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東京 東京都市大学 都市生活学部 都市生活学科 【一般】一般前（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560 ※3

【一般】一般中（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/50点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】一般中（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】一般中（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】一般中（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1355 ※3

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

【一般】一般中（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/50点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】一般中（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】一般中（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】一般中（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1355 ※3

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

【学校推薦型】公募制
（グローバル志向型） 出願資格 L&R+S&W：1150 ※3

【学校推薦型】公募制
（グローバル志向型） 加点［＜調査書＞資格/5点］ L&R+S&W：625

（L&R225､S&W160）※3
【学校推薦型】公募制
（レラティブ型） 加点［＜調査書＞資格/5点］ L&R+S&W：625

（L&R225､S&W160）※3
【学校推薦型】公募制
（一般推薦型） 加点［＜調査書＞資格/5点］ L&R+S&W：625

（L&R225､S&W160）※3

【総合型】総合型（2段階選抜制） 判定優遇・合否参考 ※1

人間科学部 児童学科 【一般】一般前（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/50点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】一般前（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】一般前（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】一般前（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1355 ※3

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

【一般】一般前（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/50点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】一般前（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】一般前（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】一般前（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1355 ※3

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

【一般】一般中（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/50点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】一般中（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】一般中（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】一般中（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1355 ※3

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

【一般】一般中（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/50点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】一般中（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】一般中（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】一般中（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1355 ※3

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

【学校推薦型】公募制
（グローバル志向型） 出願資格 L&R+S&W：1150 ※3

【学校推薦型】公募制
（グローバル志向型） 加点［＜調査書＞資格/5点］ L&R+S&W：625

（L&R225､S&W160）※3
【学校推薦型】公募制
（レラティブ型） 加点［＜調査書＞資格/5点］ L&R+S&W：625

（L&R225､S&W160）※3
【学校推薦型】公募制
（一般推薦型） 加点［＜調査書＞資格/5点］ L&R+S&W：625

（L&R225､S&W160）※3

【総合型】児童学探究総合 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

理工学部 医用工学科 【学校推薦型】公募制
（一般推薦型） 加点［＜調査書＞資格/5点］ L&R+S&W：625

（L&R225､S&W160）※3

応用化学科 【学校推薦型】公募制
（一般推薦型） 加点［＜調査書＞資格/5点］ L&R+S&W：625

（L&R225､S&W160）※3
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東京 東京都市大学 理工学部 機械システム工学科 【学校推薦型】公募制
（一般推薦型） 加点［＜調査書＞資格/5点］ L&R+S&W：625

（L&R225､S&W160）※3
【総合型】学際探究
（機械・電気系）タイプ2 出願資格 L&R+S&W：1150 ※3

機械工学科 【学校推薦型】公募制
（一般推薦型） 加点［＜調査書＞資格/5点］ L&R+S&W：625

（L&R225､S&W160）※3
【総合型】学際探究
（機械・電気系）タイプ2 出願資格 L&R+S&W：1150 ※3

機械工学科、機械システム工
学科、電気電子通信工学科、
医用工学科、応用化学科、原
子力安全工学科、自然科学科

【学校推薦型】公募制
（グローバル志向型） 出願資格 L&R+S&W：1150 ※3

【学校推薦型】公募制
（グローバル志向型） 加点［＜調査書＞資格/5点］ L&R+S&W：625

（L&R225､S&W160）※3
【学校推薦型】公募制
（レラティブ型） 加点［＜調査書＞資格/5点］ L&R+S&W：625

（L&R225､S&W160）※3

【一般】一般前（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/50点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】一般前（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】一般前（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】一般前（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1355 ※3

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

【一般】一般前（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/50点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】一般前（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】一般前（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】一般前（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1355 ※3

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

【一般】一般中（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/50点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】一般中（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】一般中（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】一般中（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1355 ※3

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

【一般】一般中（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/50点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】一般中（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】一般中（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】一般中（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1355 ※3

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

原子力安全工学科 【学校推薦型】公募制
（一般推薦型） 加点［＜調査書＞資格/5点］ L&R+S&W：625

（L&R225､S&W160）※3

自然科学科 【学校推薦型】公募制
（一般推薦型） 加点［＜調査書＞資格/5点］ L&R+S&W：625

（L&R225､S&W160）※3

電気電子通信工学科 【学校推薦型】公募制
（一般推薦型） 加点［＜調査書＞資格/5点］ L&R+S&W：625

（L&R225､S&W160）※3
【総合型】学際探究
（機械・電気系）タイプ2 出願資格 L&R+S&W：1150 ※3

東京福祉大学 教育学部 教育学科 【総合型】活動発表型 出願資格、判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】活動発表型 出願資格、加点［＜書類選考＞
英語資格・検定試験］ ※2

社会福祉学部 社会福祉学科 【総合型】活動発表型 出願資格、判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】活動発表型 出願資格、加点［＜書類選考＞
英語資格・検定試験］ ※2

心理学部 心理学科 【総合型】活動発表型 出願資格、判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】活動発表型 出願資格、加点［＜書類選考＞
英語資格・検定試験］ ※2

保育児童学部 保育児童学科 【総合型】活動発表型 出願資格、判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】活動発表型 出願資格、加点［＜書類選考＞
英語資格・検定試験］ ※2

東京富士大学 経営学部 経営学科、イベントプロデュース
学科

【一般】I（C方式） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R 470、Bridge 160

【一般】I（C方式） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、Bridge 170

【一般】I、Ⅱ（A方式） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R 470、Bridge 160

【一般】I、Ⅱ（A方式） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、Bridge 170
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東京 東京理科大学 経営学部 経営学科、ビジネスエコノミクス
学科、国際デザイン経営学科

【一般】グローバル 出願資格 L&R+S&W：320 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/15点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/20点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/22点］ L&R+S&W：1845 ※3

【学校推薦型】公募制 判定優遇・合否参考 ※2

工学部 機械工学科 【一般】グローバル 出願資格 L&R+S&W：320 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/15点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/20点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/22点］ L&R+S&W：1845 ※3

建築学科 【一般】グローバル 出願資格 L&R+S&W：320 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/15点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/20点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/22点］ L&R+S&W：1845 ※3

工業化学科 【一般】グローバル 出願資格 L&R+S&W：320 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/15点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/20点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/22点］ L&R+S&W：1845 ※3

情報工学科 【一般】グローバル 出願資格 L&R+S&W：320 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/15点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/20点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/22点］ L&R+S&W：1845 ※3

電気工学科 【一般】グローバル 出願資格 L&R+S&W：320 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/15点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/20点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/22点］ L&R+S&W：1845 ※3

先進工学部 マテリアル創成工学科 【一般】グローバル 出願資格 L&R+S&W：320 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/15点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/20点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/22点］ L&R+S&W：1845 ※3

生命システム工学科 【一般】グローバル 出願資格 L&R+S&W：320 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/15点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/20点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/22点］ L&R+S&W：1845 ※3

電子システム工学科 【一般】グローバル 出願資格 L&R+S&W：320 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R+S&W：625 ※3
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東京 東京理科大学 先進工学部 電子システム工学科 【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/15点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/20点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/22点］ L&R+S&W：1845 ※3

薬学部 薬学科、生命創薬科学科 【一般】グローバル 出願資格 L&R+S&W：320 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/15点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/20点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/22点］ L&R+S&W：1845 ※3

【学校推薦型】公募制 判定優遇・合否参考 ※2

理学部第一部（第一部） 応用化学科 【一般】グローバル 出願資格 L&R+S&W：320 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/15点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/20点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/22点］ L&R+S&W：1845 ※3

応用数学科 【一般】グローバル 出願資格 L&R+S&W：320 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/15点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/20点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/22点］ L&R+S&W：1845 ※3

応用物理学科 【一般】グローバル 出願資格 L&R+S&W：320 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/15点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/20点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/22点］ L&R+S&W：1845 ※3

化学科 【一般】グローバル 出願資格 L&R+S&W：320 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/15点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/20点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/22点］ L&R+S&W：1845 ※3

数学科 【一般】グローバル 出願資格 L&R+S&W：320 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/15点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/20点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/22点］ L&R+S&W：1845 ※3

物理学科 【一般】グローバル 出願資格 L&R+S&W：320 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/15点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/20点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/22点］ L&R+S&W：1845 ※3

理工学部 応用生物科学科 【一般】グローバル 出願資格 L&R+S&W：320 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/15点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/20点］ L&R+S&W：1560 ※3
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東京 東京理科大学 理工学部 応用生物科学科 【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/22点］ L&R+S&W：1845 ※3

機械工学科 【一般】グローバル 出願資格 L&R+S&W：320 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/15点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/20点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/22点］ L&R+S&W：1845 ※3

経営工学科 【一般】グローバル 出願資格 L&R+S&W：320 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/15点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/20点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/22点］ L&R+S&W：1845 ※3

建築学科 【一般】グローバル 出願資格 L&R+S&W：320 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/15点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/20点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/22点］ L&R+S&W：1845 ※3

情報科学科 【一般】グローバル 出願資格 L&R+S&W：320 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/15点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/20点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/22点］ L&R+S&W：1845 ※3

数学科 【一般】グローバル 出願資格 L&R+S&W：320 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/15点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/20点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/22点］ L&R+S&W：1845 ※3

先端化学科 【一般】グローバル 出願資格 L&R+S&W：320 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/15点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/20点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/22点］ L&R+S&W：1845 ※3

電気電子情報工学科 【一般】グローバル 出願資格 L&R+S&W：320 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/15点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/20点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/22点］ L&R+S&W：1845 ※3

土木工学科 【一般】グローバル 出願資格 L&R+S&W：320 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/15点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/20点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/22点］ L&R+S&W：1845 ※3

物理学科 【一般】グローバル 出願資格 L&R+S&W：320 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R+S&W：625 ※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



76

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

東京 東京理科大学 理工学部 物理学科 【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/15点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/20点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】グローバル 加点［＜個別＞総合点/22点］ L&R+S&W：1845 ※3

東洋学園大学 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、英語コミュニケーション
学科

【一般】TOGAKU−E方式（1、2） 出願資格、得点換算［＜個別＞
英語/50点］ L&R+S&W：320 ※3

【一般】TOGAKU−E方式（1、2） 出願資格、得点換算［＜個別＞
英語/60点］ L&R+S&W：470 ※3

【一般】TOGAKU−E方式（1、2） 出願資格、得点換算［＜個別＞
英語/70点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】TOGAKU−E方式（1、2） 出願資格、得点換算［＜個別＞
英語/80点］ L&R+S&W：1125 ※3

【一般】TOGAKU−E方式（1、2） 出願資格、得点換算［＜個別＞
英語/90点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】TOGAKU−E方式（1、2） 出願資格、得点換算［＜個別＞
英語/100点］ L&R+S&W：1350 ※3

【一般】TOGAKU−E方式（1、2） 判定優遇・合否参考 ※1

【一般】TOGAKU方式（1、2） 判定優遇・合否参考 ※1

【一般】共テ（1、2） 判定優遇・合否参考 ※1

【学校推薦型】公募制 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】E 出願資格 L&R+S&W：1150

【総合型】E 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】小論文方式、プレゼン
テーション方式 判定優遇・合否参考 ※1

現代経営学部 現代経営学科 【一般】TOGAKU−E方式（1、2） 出願資格、得点換算［＜個別＞
英語/50点］ L&R+S&W：320 ※3

【一般】TOGAKU−E方式（1、2） 出願資格、得点換算［＜個別＞
英語/60点］ L&R+S&W：470 ※3

【一般】TOGAKU−E方式（1、2） 出願資格、得点換算［＜個別＞
英語/70点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】TOGAKU−E方式（1、2） 出願資格、得点換算［＜個別＞
英語/80点］ L&R+S&W：1125 ※3

【一般】TOGAKU−E方式（1、2） 出願資格、得点換算［＜個別＞
英語/90点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】TOGAKU−E方式（1、2） 出願資格、得点換算［＜個別＞
英語/100点］ L&R+S&W：1350 ※3

【一般】TOGAKU−E方式（1、2） 判定優遇・合否参考 ※1

【一般】TOGAKU方式（1、2） 判定優遇・合否参考 ※1

【一般】共テ（1、2） 判定優遇・合否参考 ※1

【学校推薦型】公募制 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】E 出願資格 L&R+S&W：1150

【総合型】E 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】小論文方式、プレゼン
テーション方式 判定優遇・合否参考 ※1

人間科学部 人間科学科 【一般】TOGAKU−E方式（1、2） 出願資格、得点換算［＜個別＞
英語/50点］ L&R+S&W：320 ※3

【一般】TOGAKU−E方式（1、2） 出願資格、得点換算［＜個別＞
英語/60点］ L&R+S&W：470 ※3

【一般】TOGAKU−E方式（1、2） 出願資格、得点換算［＜個別＞
英語/70点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】TOGAKU−E方式（1、2） 出願資格、得点換算［＜個別＞
英語/80点］ L&R+S&W：1125 ※3

【一般】TOGAKU−E方式（1、2） 出願資格、得点換算［＜個別＞
英語/90点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】TOGAKU−E方式（1、2） 出願資格、得点換算［＜個別＞
英語/100点］ L&R+S&W：1350 ※3

【一般】TOGAKU−E方式（1、2） 判定優遇・合否参考 ※1

【一般】TOGAKU方式（1、2） 判定優遇・合否参考 ※1

【一般】共テ（1、2） 判定優遇・合否参考 ※1

【学校推薦型】公募制 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】E 出願資格 L&R+S&W：1150

【総合型】E 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】小論文方式、プレゼン
テーション方式 判定優遇・合否参考 ※1

二松学舎大学 国際政治経済学部 国際政治経済学科、国際経営
学科 【総合型】英語資格型 出願資格、加点［＜個別＞総合点］L&R 400、

L&R+S&W：580
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東京 日本大学 経済学部 金融公共経済学科 【総合型】資格取得型 出願資格 L&R 470

経済学科〔国際コースを除く〕 【総合型】資格取得型 出願資格 L&R 470

産業経営学科 【総合型】資格取得型 出願資格 L&R 470

国際関係学部 国際総合政策学科、国際教養
学科

【総合型】海外経験・語学力活
用方式 出願資格 L&R 520

商学部 商業学科、経営学科、会計学科 【学校推薦型】学術活動優秀者
対象 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 600

【学校推薦型】普通科等在学生
対象 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 500

生物資源科学部 国際地域開発学科 【学校推薦型】国際地域開発
特別 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 500

文理学部 英文学科 【総合型】総合型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 550

法学部 経営法学科 【総合型】総合型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 450

公共政策学科 【総合型】総合型 加点［第一次選考・第二次選考］ ※2

理工学部 海洋建築工学科 【総合型】総合型 出願資格 L&R 450＋※2

文化学園大学 国際文化学部 国際ファッション文化学科 【総合型】AO 加点［書類審査/10点］ L&R+S&W：
L&R225､S&W160

【総合型】AO 加点［書類審査/15点］ L&R+S&W：
L&R550､S&W240

【総合型】AO 加点［書類審査/20点］ L&R+S&W：
L&R785､S&W310

国際文化・観光学科 【総合型】AO 加点［書類審査/10点］ L&R+S&W：
L&R225､S&W160

【総合型】AO 加点［書類審査/15点］ L&R+S&W：
L&R550､S&W240

【総合型】AO 加点［書類審査/20点］ L&R+S&W：
L&R785､S&W310

造形学部 デザイン・造形学科、建築・イン
テリア学科

【総合型】AO 加点［書類審査/10点］ L&R+S&W：
L&R225､S&W160

【総合型】AO 加点［書類審査/15点］ L&R+S&W：
L&R550､S&W240

【総合型】AO 加点［書類審査/20点］ L&R+S&W：
L&R785､S&W310

服装学部 ファッションクリエイション学科、
ファッション社会学科

【総合型】AO 加点［書類審査/10点］ L&R+S&W：
L&R225､S&W160

【総合型】AO 加点［書類審査/15点］ L&R+S&W：
L&R550､S&W240

【総合型】AO 加点［書類審査/20点］ L&R+S&W：
L&R785､S&W310

法政大学 キャリアデザイン学部 キャリアデザイン学科 【一般】英語外部試験利用
（出願資格型） 出願資格 L&R+S&W：850

【総合型】キャリア体験自己推薦 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 【一般】英語外部試験利用
（出願資格型） 出願資格 L&R+S&W：850

デザイン工学部 建築学科、都市環境デザイン
工学科、システムデザイン学科

【一般】英語外部試験利用
（出願資格型） 出願資格 L&R+S&W：790

経営学部 経営戦略学科 【総合型】グローバル体験公募
推薦 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：980

経済学部 現代ビジネス学科、経済学科、
国際経済学科

【総合型】英語外部試験利用
自己推薦 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1095

（S100､W100）

国際経済学科 【一般】英語外部試験利用
（出願資格型） 出願資格 L&R+S&W：940

現代福祉学部 福祉コミュニティ学科 【総合型】まちづくりチャレンジ
自己推薦 判定優遇・合否参考 ※1

福祉コミュニティ学科、臨床心
理学科

【一般】英語外部試験利用
（出願資格型） 出願資格 L&R+S&W：940

国際文化学部 国際文化学科 【一般】英語外部試験利用
（出願資格型） 出願資格 L&R+S&W：990

【総合型】分野優秀者 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1095

社会学部 社会政策科学科、社会学科、
メディア社会学科

【一般】英語外部試験利用
（出願資格型） 出願資格 L&R+S&W：850

情報科学部 コンピュータ科学科、ディジタル
メディア学科

【一般】英語外部試験利用
（出願資格型） 出願資格 L&R+S&W：790

【総合型】公募推薦 出願資格 ※1

生命科学部 生命機能学科、環境応用化学
科、応用植物科学科

【一般】英語外部試験利用
（出願資格型） 出願資格 L&R+S&W：790

人間環境学部 人間環境学科 【一般】英語外部試験利用
（出願資格型） 出願資格 L&R+S&W：850

文学部 英文学科 【一般】英語外部試験利用
（出願資格型） 出願資格 L&R+S&W：940

法学部 国際政治学科 【一般】英語外部試験利用
（出願資格型） 出願資格 L&R+S&W：990

政治学科 【一般】英語外部試験利用
（出願資格型） 出願資格 L&R+S&W：940

法律学科 【一般】英語外部試験利用
（出願資格型） 出願資格 L&R+S&W：940
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東京 法政大学 理工学部 機械工学科〔機械工学専修〕、電気
電子工学科、応用情報工学科、経営
システム工学科、創生科学科

【一般】英語外部試験利用
（出願資格型） 出願資格 L&R+S&W：790

機械工学科〔航空操縦学専修〕【一般】一般 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 430

【総合型】自己推薦 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 430

星薬科大学 薬学部 創薬科学科 【学校推薦型】B 加点［調査書評価］ ※2

薬学科 【学校推薦型】A、B 加点［調査書評価］ ※2

武蔵大学 経済学部 経済学科、経営学科、金融学科 【一般】全学部統一グローバル型 出願資格 ※1、※3

【一般】全学部統一グローバル型 得点換算［＜個別＞外国/75%］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】全学部統一グローバル型 得点換算［＜個別＞外国/80%］ L&R+S&W：1290 ※3

【一般】全学部統一グローバル型 得点換算［＜個別＞外国/85%］ L&R+S&W：1425 ※3

【一般】全学部統一グローバル型 得点換算［＜個別＞外国/90%］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】全学部統一グローバル型 得点換算［＜個別＞外国/95%］ L&R+S&W：1655 ※3

国際教養学部 国際教養学科
〔グローバルスタディーズ専攻〕

【一般】全学部統一グローバル型 出願資格 ※1、※3

【一般】全学部統一グローバル型 得点換算［＜個別＞外国/75%］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】全学部統一グローバル型 得点換算［＜個別＞外国/80%］ L&R+S&W：1290 ※3

【一般】全学部統一グローバル型 得点換算［＜個別＞外国/85%］ L&R+S&W：1425 ※3

【一般】全学部統一グローバル型 得点換算［＜個別＞外国/90%］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】全学部統一グローバル型 得点換算［＜個別＞外国/95%］ L&R+S&W：1655 ※3

【総合型】総合型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150 ※3

国際教養学科
〔経済経営学専攻〕

【一般】全学部統一グローバル型 出願資格 ※1、※3

【一般】全学部統一グローバル型 得点換算［＜個別＞外国語/75%］L&R+S&W：1150 ※3

【一般】全学部統一グローバル型 得点換算［＜個別＞外国語/80%］L&R+S&W：1290 ※3

【一般】全学部統一グローバル型 得点換算［＜個別＞外国語/85%］L&R+S&W：1425 ※3

【一般】全学部統一グローバル型 得点換算［＜個別＞外国語/90%］L&R+S&W：1560 ※3

【一般】全学部統一グローバル型 得点換算［＜個別＞外国語/95%］L&R+S&W：1655 ※3

【総合型】総合型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1425 ※3

社会学部 メディア社会学科 【総合型】
クリエイティブ・チャレンジ方式 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】作品方式 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】将来計画書方式
（GDS） 出願資格 ※1

社会学科 【総合型】テーマレポート方式 出願資格 ※1

【総合型】将来計画書方式
（GDS） 出願資格 ※1

社会学科、メディア社会学科 【一般】全学部統一グローバル型 出願資格 ※1、※3

【一般】全学部統一グローバル型 得点換算［＜個別＞外国/75%］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】全学部統一グローバル型 得点換算［＜個別＞外国/80%］ L&R+S&W：1290 ※3

【一般】全学部統一グローバル型 得点換算［＜個別＞外国/85%］ L&R+S&W：1425 ※3

【一般】全学部統一グローバル型 得点換算［＜個別＞外国/90%］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】全学部統一グローバル型 得点換算［＜個別＞外国/95%］ L&R+S&W：1655 ※3

人文学部 ヨーロッパ文化学科 【総合型】語学力・文化理解力
重視方式 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150 ※3

英語英米文化学科 【総合型】語学力・文化理解力
重視方式 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150 ※3

英語英米文化学科、ヨーロッパ文化
学科、日本・東アジア文化学科

【一般】全学部統一グローバル型 出願資格 ※1、※3

【一般】全学部統一グローバル型 得点換算［＜個別＞外国/75%］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】全学部統一グローバル型 得点換算［＜個別＞外国/80%］ L&R+S&W：1290 ※3

【一般】全学部統一グローバル型 得点換算［＜個別＞外国/85%］ L&R+S&W：1425 ※3

【一般】全学部統一グローバル型 得点換算［＜個別＞外国/90%］ L&R+S&W：1560 ※3
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東京 武蔵大学 人文学部 英語英米文化学科、ヨーロッパ
文化学科、日本・東アジア文化
学科

【一般】全学部統一グローバル
型

得点換算［＜個別＞外国語
/95%］ L&R+S&W：1655 ※3

日本・東アジア文化学科 【総合型】語学力・文化理解力
重視方式 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150 ※3

武蔵野大学 アントレプレナーシップ
学部

アントレプレナーシップ学科 【一般】一般（A、B） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般（A、B） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】一般（A、B） 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【一般】共テ（前）
＜4科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ（前、中、後）
＜2科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ（前、中、後）
＜3科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ（前、中、後）
＜5科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ併用型
（一般B＋共テ） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、

L&R+S&W：790
【一般】共テ併用型
（一般B＋共テ） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、

L&R+S&W：950
【一般】共テ併用型
（一般B＋共テ） 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095

【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【学校推薦型】
公募制学校推薦型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 550、

L&R+S&W：790
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、

L&R+S&W：790
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、

L&R+S&W：950
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095

グローバル学部 グローバルコミュニケーション
学科

【一般】一般（A、B） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般（A、B） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】一般（A、B） 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【一般】共テ（前）
＜4科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ（前、中、後）
＜2科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ（前、中、後）
＜3科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ（前、中、後）
＜5科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ併用型
（一般B＋共テ） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、

L&R+S&W：790
【一般】共テ併用型
（一般B＋共テ） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、

L&R+S&W：950
【一般】共テ併用型
（一般B＋共テ） 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095

【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【学校推薦型】
公募制学校推薦型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 670、

L&R+S&W：950
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、

L&R+S&W：790
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、

L&R+S&W：950
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095

グローバルビジネス学科 【一般】一般（A、B） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790
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東京 武蔵野大学 グローバル学部 グローバルビジネス学科 【一般】一般（A、B） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】一般（A、B） 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【一般】共テ（前）
＜4科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ（前、中、後）
＜2科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ（前、中、後）
＜3科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ（前、中、後）
＜5科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ併用型
（一般B＋共テ） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、

L&R+S&W：790
【一般】共テ併用型
（一般B＋共テ） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、

L&R+S&W：950
【一般】共テ併用型
（一般B＋共テ） 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095

【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【学校推薦型】
公募制学校推薦型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 670、

L&R+S&W：950
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、

L&R+S&W：790
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、

L&R+S&W：950
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095

日本語コミュニケーション学科 【一般】一般（A、B） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般（A、B） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】一般（A、B） 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【一般】共テ（前）
＜4科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ（前、中）
＜2科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ（前、中）
＜3科目判定型 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ（前、中）
＜5科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ併用型
（一般B＋共テ） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、

L&R+S&W：790
【一般】共テ併用型
（一般B＋共テ） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、

L&R+S&W：950
【一般】共テ併用型
（一般B＋共テ） 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095

【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【学校推薦型】
公募制学校推薦型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 550、

L&R+S&W：790
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、

L&R+S&W：790
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、

L&R+S&W：950
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095

データサイエンス学部 データサイエンス学科 【一般】一般（A）＜2/5＞、B 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般（A）＜2/5＞、B 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】一般（A）＜2/5＞、B 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【一般】一般（A）＜2/6＞ 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790
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東京 武蔵野大学 データサイエンス学部 データサイエンス学科 【一般】一般（A）＜2/6＞ 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】一般（A）＜2/6＞ 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【一般】共テ（前）
＜4科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ（前、中、後）
＜2科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ（前、中、後）
＜3科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ（前、中、後）
＜5科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095

【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【学校推薦型】
公募制学校推薦型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 550、

L&R+S&W：790
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、

L&R+S&W：790
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、

L&R+S&W：950
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095

看護学部 看護学科 【一般】一般A 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般A 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】一般A 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【一般】一般B 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般B 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】一般B 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【一般】共テ（前、中）
＜3科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ（前、中）
＜5科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ併用型
（一般B＋共テ） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、

L&R+S&W：790
【一般】共テ併用型
（一般B＋共テ） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、

L&R+S&W：950
【一般】共テ併用型
（一般B＋共テ） 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095

【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【学校推薦型】
公募制学校推薦型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 550、

L&R+S&W：790
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、

L&R+S&W：790
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、

L&R+S&W：950
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095

教育学部 教育学科 【一般】一般（A）＜2/5＞ 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般（A）＜2/5＞ 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】一般（A）＜2/5＞ 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【一般】一般（A）＜2/6＞ 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般（A）＜2/6＞ 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】一般（A）＜2/6＞ 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095
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東京 武蔵野大学 教育学部 教育学科 【一般】一般B 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般B 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】一般B 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

教育学科、幼児教育学科 【一般】共テ（前）
＜4科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ（前、中、後）
＜2科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ（前、中、後）
＜3科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ（前、中、後）
＜5科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ併用型
（一般B＋共テ） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、

L&R+S&W：790
【一般】共テ併用型
（一般B＋共テ） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、

L&R+S&W：950
【一般】共テ併用型
（一般B＋共テ） 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【学校推薦型】
公募制学校推薦型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 550、

L&R+S&W：790
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、

L&R+S&W：790
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、

L&R+S&W：950
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095

幼児教育学科 【一般】一般A 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般A 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】一般A 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【一般】一般B 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般B 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】一般B 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

経営学部 会計ガバナンス学科 【学校推薦型】
公募制学校推薦型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 550、

L&R+S&W：790

経営学科 【学校推薦型】
公募制学校推薦型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 550、

L&R+S&W：790

経営学科、会計ガバナンス学科 【一般】一般（A、B） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般（A、B） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】一般（A、B） 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【一般】共テ（前）
＜4科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ（前、中、後）
＜2科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ（前、中、後）
＜3科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
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東京 武蔵野大学 経営学部 経営学科、会計ガバナンス学科 【一般】共テ（前、中、後）
＜5科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ併用型
（一般B＋共テ） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、

L&R+S&W：790
【一般】共テ併用型
（一般B＋共テ） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、

L&R+S&W：950
【一般】共テ併用型
（一般B＋共テ） 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095

【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、

L&R+S&W：790
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、

L&R+S&W：950
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095

経済学部 経済学科 【一般】一般（A、B） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般（A、B） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】一般（A、B） 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【一般】共テ（前）
＜4科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ（前、中、後）
＜2科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ（前、中、後）
＜3科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ（前、中、後）
＜5科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ併用型
（一般B＋共テ） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、

L&R+S&W：790
【一般】共テ併用型
（一般B＋共テ） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、

L&R+S&W：950
【一般】共テ併用型
（一般B＋共テ） 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095

【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【学校推薦型】
公募制学校推薦型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 550、

L&R+S&W：790
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、

L&R+S&W：790
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、

L&R+S&W：950
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095

工学部 環境システム学科 【一般】一般A 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般A 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】一般A 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【一般】一般B 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般B 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】一般B 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【一般】共テ（前）
＜4科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ（前、中、後）
＜2科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ（前、中、後）
＜3科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ（前、中、後）
＜5科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
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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

東京 武蔵野大学 工学部 環境システム学科 【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【学校推薦型】
公募制学校推薦型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 550、

L&R+S&W：790
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、

L&R+S&W：790
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、

L&R+S&W：950
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095

建築デザイン学科 【一般】一般A 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般A 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】一般A 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【一般】共テ（前）
＜4科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ（前、中、後）
＜2科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ（前、中、後）
＜3科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ（前、中、後）
＜5科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095

【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【学校推薦型】
公募制学校推薦型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 550、

L&R+S&W：790
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、

L&R+S&W：790
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、

L&R+S&W：950
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095

数理工学科 【一般】一般A 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般A 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】一般A 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【一般】共テ（前）
＜4科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ（前、中、後）
＜2科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ（前、中、後）
＜3科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ（前、中、後）
＜5科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095

【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、

L&R+S&W：790
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、

L&R+S&W：950
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095

人間科学部 社会福祉学科 【一般】一般（A、B） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般（A、B） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】一般（A、B） 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095
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東京 武蔵野大学 人間科学部 社会福祉学科 【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【学校推薦型】
公募制学校推薦型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 550、

L&R+S&W：790
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、

L&R+S&W：790
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、

L&R+S&W：950
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095

人間科学科 【一般】一般A 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般A 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】一般A 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【一般】一般B 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般B 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】一般B 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【一般】共テ併用型
（一般B＋共テ） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、

L&R+S&W：790
【一般】共テ併用型
（一般B＋共テ） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、

L&R+S&W：950
【一般】共テ併用型
（一般B＋共テ） 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095

【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【学校推薦型】
公募制学校推薦型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 550、

L&R+S&W：790
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、

L&R+S&W：790
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、

L&R+S&W：950
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095

人間科学科、社会福祉学科 【一般】共テ（前）
＜4科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ（前、中、後）
＜2科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ（前、中、後）
＜3科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ（前、中、後）
＜5科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095

文学部 日本文学文化学科 【一般】一般（A、B） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般（A、B） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】一般（A、B） 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【一般】共テ（前）
＜4科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ（前、中、後）
＜2科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ（前、中、後）
＜3科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ（前、中、後）
＜5科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095

【一般】全学部統一、一般C 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】全学部統一、一般C 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】全学部統一、一般C 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095
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東京 武蔵野大学 文学部 日本文学文化学科 【学校推薦型】
公募制学校推薦型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 550、

L&R+S&W：790
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、

L&R+S&W：790
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、

L&R+S&W：950
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095

法学部 法律学科、政治学科 【一般】一般（A、B） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般（A、B） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】一般（A、B） 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【一般】共テ（前）
＜4科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ（前、中、後）
＜2科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ（前、中、後）
＜3科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ（前、中、後）
＜5科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ併用型
（一般B＋共テ） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、

L&R+S&W：790
【一般】共テ併用型
（一般B＋共テ） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、

L&R+S&W：950
【一般】共テ併用型
（一般B＋共テ） 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095

【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】全学部統一 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【学校推薦型】
公募制学校推薦型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 550、

L&R+S&W：790
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、

L&R+S&W：790
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、

L&R+S&W：950
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095

薬学部 薬学科 【一般】共テ（前、中）
＜3科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095
【一般】共テ（前、中）
＜5科目判定型＞ 得点換算［＜共テ＞英語/190点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095

【一般】全学部統一、一般A 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】全学部統一、一般A 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、
L&R+S&W：950

【一般】全学部統一、一般A 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、

L&R+S&W：790
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 670、

L&R+S&W：950
【総合型】
ムサシノスカラシップ選抜 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785、

L&R+S&W：1095

武蔵野美術大学 造形学部 芸術文化学科 【総合型】総合選抜型前期
（英語力重視） 出願資格 L&R 530

工芸工業デザイン学科 【総合型】総合選抜型前期
（英語力重視） 出願資格 L&R 530

明治学院大学 経済学部 国際経営学科 【総合型】自己推薦AO 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150 ※3

国際学部 国際キャリア学科 【総合型】自己推薦AO（B） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1400 ※3

【総合型】自己推薦AO（B）
9月入学 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1400 ※3

国際学科 【総合型】自己推薦AO 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150 ※3

【総合型】自己推薦AO 試験免除［＜個別＞英語試験］ L&R+S&W：1560 ※3

法学部 グローバル法学科 【総合型】自己推薦AO 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150 ※3

明治大学 経営学部 経営学科、会計学科、公共経
営学科

【一般】学部別
（英語4技能試験活用） 出願資格 L&R+S&W：980（L&R680〈L335､R325〉､

S&W280〈S140､W130〉）
【一般】学部別
（英語4技能試験活用） 加点［＜個別＞総点/20点］ L&R+S&W：1100（L&R780〈L385､R375〉､

S&W300〈S150､W140〉）
【一般】学部別
（英語4技能試験活用） 加点［＜個別＞総点/30点］ L&R+S&W：1200（L&R850〈L415､R405〉､

S&W320〈S160､W150〉）



87

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

東京 明治大学 経営学部 経営学科、会計学科、公共経
営学科

【一般】全学部統一
（英語4技能3科目）

出願資格、試験免除、得点換算
［＜個別＞外国語/120点］

L&R+S&W：790
（L&R550､S&W240）

【一般】全学部統一
（英語4技能3科目）

試験免除、得点換算［＜個別＞
外国語/135点］

L&R+S&W：890
（L&R625､S&W260）

【一般】全学部統一
（英語4技能3科目）

試験免除、得点換算［＜個別＞
外国語/150点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

国際日本学部 国際日本学科 【一般】学部別
（英語4技能試験活用） 出願資格 L&R+S&W：

L&R785､S&W310
【一般】全学部統一
（英語4技能3科目）

出願資格、試験免除、得点換算
［＜個別＞外国語/160点］

L&R+S&W：790
（L&R550､S&W240）

【一般】全学部統一
（英語4技能3科目）

試験免除、得点換算［＜個別＞
外国語/180点］

L&R+S&W：890
（L&R625､S&W260）

【一般】全学部統一
（英語4技能3科目）

試験免除、得点換算［＜個別＞
外国語/200点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【総合型】自己推薦特別 出願資格 L&R+S&W：
L&R785､S&W310

政治経済学部 政治学科、経済学科、地域行
政学科 【総合型】グローバル型特別 出願資格 L&R 680、

L&R+S&W：950

総合数理学部 現象数理学科、先端メディアサ
イエンス学科、ネットワークデザ
イン学科　

【一般】全学部統一
（英語4技能4科目）

出願資格、試験免除、得点換算
［＜個別＞外国語/40点］

L&R+S&W：790
（L&R550､S&W240）

【一般】全学部統一
（英語4技能4科目）

試験免除、得点換算［＜個別＞
外国語/45点］

L&R+S&W：890
（L&R625､S&W260）

【一般】全学部統一
（英語4技能4科目）

試験免除、得点換算［＜個別＞
外国語/50点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

農学部 食料環境政策学科 【一般】全学部統一
（英語4技能3科目）

出願資格、試験免除、得点換算
［＜個別＞外国語/80点］

L&R+S&W：790
（L&R550､S&W240）

【一般】全学部統一
（英語4技能3科目）

試験免除、得点換算［＜個別＞
外国語/90点］

L&R+S&W：890
（L&R625､S&W260）

【一般】全学部統一
（英語4技能3科目）

試験免除、得点換算［＜個別＞
外国語/100点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【総合型】自己推薦特別 出願資格 ※2

生命科学科 【一般】全学部統一
（英語4技能3科目）

出願資格、試験免除、得点換算
［＜個別＞外国語/80点］

L&R+S&W：790
（L&R550､S&W240）

【一般】全学部統一
（英語4技能3科目）

試験免除、得点換算［＜個別＞
外国語/90点］

L&R+S&W：890
（L&R625､S&W260）

【一般】全学部統一
（英語4技能3科目）

試験免除、得点換算［＜個別＞
外国語/100点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【総合型】自己推薦特別 出願資格 ※2

農学科 【一般】全学部統一
（英語4技能3科目）

出願資格、試験免除、得点換算
［＜個別＞外国語/80点］

L&R+S&W：790
（L&R550､S&W240）

【一般】全学部統一
（英語4技能3科目）

試験免除、得点換算［＜個別＞
外国語/90点］

L&R+S&W：890
（L&R625､S&W260）

【一般】全学部統一
（英語4技能3科目）

試験免除、得点換算［＜個別＞
外国語/100点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【総合型】自己推薦特別 出願資格 ※2

農芸化学科 【一般】全学部統一
（英語4技能3科目）

出願資格、試験免除、得点換算
［＜個別＞外国語/80点］

L&R+S&W：790
（L&R550､S&W240）

【一般】全学部統一
（英語4技能3科目）

試験免除、得点換算［＜個別＞
外国語/90点］

L&R+S&W：890
（L&R625､S&W260）

【一般】全学部統一
（英語4技能3科目）

試験免除、得点換算［＜個別＞
外国語/100点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【総合型】自己推薦特別 出願資格 ※2

文学部 文学科、史学地理学科、心理
社会学科

【総合型】自己推薦特別
（日本の高校卒業予定者） 判定優遇・合否参考 L&R 530

明星大学 デザイン学部 デザイン学科 【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/5点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/10点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/20点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/30点］ L&R+S&W：1845 ※3

教育学部 教育学科 【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/5点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/10点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/20点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/30点］ L&R+S&W：1845 ※3

経営学部 経営学科 【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/5点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/10点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/20点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/30点］ L&R+S&W：1845 ※3

経済学部 経済学科 【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/5点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/10点］ L&R+S&W：1150 ※3
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東京 明星大学 経済学部 経済学科 【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/20点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/30点］ L&R+S&W：1845 ※3

建築学部 建築学科 【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/5点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/10点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/20点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/30点］ L&R+S&W：1845 ※3

情報学部 情報学科 【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/5点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/10点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/20点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/30点］ L&R+S&W：1845 ※3

心理学部 心理学科 【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/5点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/10点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/20点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/30点］ L&R+S&W：1845 ※3

人文学部 国際コミュニケーション学科 【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/5点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/10点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/20点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/30点］ L&R+S&W：1845 ※3

日本文化学科 【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/5点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/10点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/20点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/30点］ L&R+S&W：1845 ※3

人間社会学科 【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/5点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/10点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/20点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/30点］ L&R+S&W：1845 ※3

福祉実践学科 【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/5点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/10点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/20点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/30点］ L&R+S&W：1845 ※3

理工学部 総合理工学科 【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/5点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/10点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/20点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】共テ後 加点［＜共テ＞外国語/30点］ L&R+S&W：1845 ※3

目白大学 メディア学部 メディア学科 【一般】共テ利用外部英語検定
試験併用

出願資格、得点換算［＜共テ＞
外国語/80点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ利用外部英語検定
試験併用

得点換算［＜共テ＞外国語
/90点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】共テ利用外部英語検定
試験併用

得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：1845 ※3

外国語学部 英米語学科 【一般】共テ利用外部英語検定
試験併用

出願資格、得点換算［＜共テ＞
外国語/160点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ利用外部英語検定
試験併用

得点換算［＜共テ＞外国語
/180点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】共テ利用外部英語検定
試験併用

得点換算［＜共テ＞外国語
/200点］ L&R+S&W：1845 ※3

外国語学部 韓国語学科 【一般】共テ利用外部英語検定
試験併用

出願資格、得点換算［＜共テ＞
外国語/80点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ利用外部英語検定
試験併用

得点換算［＜共テ＞外国語
/90点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】共テ利用外部英語検定
試験併用

得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：1845 ※3
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東京 目白大学 外国語学部 中国語学科 【一般】共テ利用外部英語検定
試験併用

出願資格、得点換算［＜共テ＞
外国語/80点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ利用外部英語検定
試験併用

得点換算［＜共テ＞外国語
/90点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】共テ利用外部英語検定
試験併用

得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：1845 ※3

日本語・日本語教育学科 【一般】共テ利用外部英語検定
試験併用

出願資格、得点換算［＜共テ＞
外国語/80点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ利用外部英語検定
試験併用

得点換算［＜共テ＞外国語
/90点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】共テ利用外部英語検定
試験併用

得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：1845 ※3

看護学部 看護学科 【一般】共テ利用外部英語検定
試験併用

出願資格、得点換算［＜共テ＞
外国語/80点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ利用外部英語検定
試験併用

得点換算［＜共テ＞外国語
/90点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】共テ利用外部英語検定
試験併用

得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：1845 ※3

経営学部 経営学科 【一般】共テ利用外部英語検定
試験併用

出願資格、得点換算［＜共テ＞
外国語/80点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ利用外部英語検定
試験併用

得点換算［＜共テ＞外国語
/90点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】共テ利用外部英語検定
試験併用

得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：1845 ※3

社会学部 社会情報学科 【一般】共テ利用外部英語検定
試験併用

出願資格、得点換算［＜共テ＞
外国語/80点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ利用外部英語検定
試験併用

得点換算［＜共テ＞外国語
/90点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】共テ利用外部英語検定
試験併用

得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：1845 ※3

地域社会学科 【一般】共テ利用外部英語検定
試験併用

出願資格、得点換算［＜共テ＞
外国語/80点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ利用外部英語検定
試験併用

得点換算［＜共テ＞外国語
/90点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】共テ利用外部英語検定
試験併用

得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：1845 ※3

心理学部 心理カウンセリング学科 【一般】共テ利用外部英語検定
試験併用

出願資格、得点換算［＜共テ＞
外国語/80点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ利用外部英語検定
試験併用

得点換算［＜共テ＞外国語
/90点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】共テ利用外部英語検定
試験併用

得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：1845 ※3

人間学部 子ども学科 【一般】共テ利用外部英語検定
試験併用

出願資格、得点換算［＜共テ＞
外国語/80点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ利用外部英語検定
試験併用

得点換算［＜共テ＞外国語
/90点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】共テ利用外部英語検定
試験併用

得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：1845 ※3

児童教育学科 【一般】共テ利用外部英語検定
試験併用

出願資格、得点換算［＜共テ＞
外国語/80点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ利用外部英語検定
試験併用

得点換算［＜共テ＞外国語
/90点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】共テ利用外部英語検定
試験併用

得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：1845 ※3

人間福祉学科 【一般】共テ利用外部英語検定
試験併用

出願資格、得点換算［＜共テ＞
外国語/80点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ利用外部英語検定
試験併用

得点換算［＜共テ＞外国語
/90点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】共テ利用外部英語検定
試験併用

得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：1845 ※3

保健医療学部 理学療法学科、作業療法学科、
言語聴覚学科

【一般】共テ利用外部英語検定
試験併用

出願資格、得点換算［＜共テ＞
外国語/80点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ利用外部英語検定
試験併用

得点換算［＜共テ＞外国語
/90点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】共テ利用外部英語検定
試験併用

得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：1845 ※3

立教大学 経営学部 経営学科 【総合型】自由選抜（方式A／
資格Ⅰ） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：625 ※3

【総合型】自由選抜（方式A／
資格Ⅱ） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150 ※3

【総合型】自由選抜（方式A／
資格Ⅲ） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1560 ※3

経営学科、国際経営学科 【総合型】自由選抜（方式B） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1560 ※3

国際経営学科 【総合型】自由選抜（方式A／
資格Ⅲ） 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、会計ファイナンス学
科、経済政策学科 【総合型】自由選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150 ※3

立正大学 データサイエンス学部 データサイエンス学科 【一般】R方式 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：625

【一般】R方式 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：790

【一般】R方式 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R+S&W：950

経営学部 経営学科 【一般】R方式 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：625
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東京 立正大学 経営学部 経営学科 【一般】R方式 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：790

【一般】R方式 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R+S&W：950

【学校推薦型】公募制推薦選抜 出願資格 L&R 410

経済学部 経済学科 【一般】R方式 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：625

【一般】R方式 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：790

【一般】R方式 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R+S&W：950

経済学科〔経済学コース〕 【総合型】総合型選抜 出願資格 ※2

社会福祉学部 社会福祉学科、子ども教育福
祉学科

【一般】R方式 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：625

【一般】R方式 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：790

【一般】R方式 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R+S&W：950

心理学部 臨床心理学科、対人・社会心
理学科

【一般】R方式 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：625

【一般】R方式 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：790

【一般】R方式 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R+S&W：950

地球環境科学部 環境システム学科 【一般】R方式 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：625

【一般】R方式 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：790

【一般】R方式 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R+S&W：950

地理学科 【一般】R方式 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：625

【一般】R方式 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：790

【一般】R方式 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R+S&W：950

仏教学部 − 【一般】R方式 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：625

【一般】R方式 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：790

【一般】R方式 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R+S&W：950

文学部 哲学科、史学科、社会学科、
文学科

【一般】R方式 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：625

【一般】R方式 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：790

【一般】R方式 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R+S&W：950

法学部 法学科 【一般】R方式 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：625

【一般】R方式 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：790

【一般】R方式 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R+S&W：950

ルーテル学院大学 総合人間学部 人間福祉心理学科 【一般】一般試験型 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 470

【一般】一般試験型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般試験型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 785、
L&R+S&W：1095

早稲田大学 社会科学部 社会科学科 【総合型】全国自己推薦 出願資格、判定優遇・合否参考 ※2

人間科学部 人間環境科学科、健康福祉科
学科、人間情報科学科 【学校推薦型】FACT選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1


