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茨城 茨城キリスト教大学 看護学部 看護学科 【学校推薦型】学校推薦型（一般）出願資格 L&R 400＋※2

経営学部 経営学科 【学校推薦型】学校推薦型（一般）出願資格 L&R 400＋※2

生活科学部 食物健康科学科 【学校推薦型】学校推薦型（一般）出願資格 L&R 400＋※2

心理福祉学科 【学校推薦型】学校推薦型（一般）出願資格 L&R 400＋※2

文学部 現代英語学科 【学校推薦型】学校推薦型（一般）出願資格 L&R 400＋※2

児童教育学科 【学校推薦型】学校推薦型（一般）出願資格 L&R 400＋※2

文化交流学科 【学校推薦型】学校推薦型（一般）出願資格 L&R 400＋※2

筑波学院大学 経営情報学部 ビジネスデザイン学科 【一般】1期 加点［総得点/5点］ L&R 470

【一般】1期 加点［総得点/10点］ L&R 550

【一般】2期 加点［総得点/5点］ L&R 470

【一般】2期 加点［総得点/10点］ L&R 550

流通経済大学 スポーツ健康科学部 スポーツコミュニケーション学科 【総合型】自己推薦
（取得資格特別） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 470、Bridge 150

経済学部 経済学科、経営学科 【総合型】自己推薦
（取得資格特別） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 470、Bridge 150

社会学部 社会学科、国際観光学科 【総合型】自己推薦
（取得資格特別） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 470、Bridge 150

法学部 ビジネス法学科、自治行政学科 【総合型】自己推薦
（取得資格特別） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 470、Bridge 150

流通情報学部 流通情報学科 【総合型】自己推薦
（取得資格特別） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 470、Bridge 150

栃木 文星芸術大学 美術学部 美術学科 【一般】共テ利用前、後 得点換算［＜共テ＞英語/満点］L&R＋S&W：CEFR A2

群馬 関東学園大学 経済学部 経済学科、経営学科 【総合型】総合型 加点［資格加算/5点］ L&R＋S&W：CEFR A1

【総合型】総合型 加点［資格加算/20点］ L&R＋S&W：CEFR A2

【総合型】総合型 加点［資格加算/30点］ L&R＋S&W：CEFR B1

共愛学園
前橋国際大学

国際社会学部 国際社会学科 【一般】一般A、B 試験免除、得点換算［＜個別＞
英語/満点］ L&R 785

国際社会学科〔国際社会専攻〕
〈英語コース〉 【学校推薦型】公募制 出願資格 L&R 600

国際社会学科〔国際社会専攻〕
〈国際コース〉 【学校推薦型】公募制 出願資格 L&R 400

国際社会学科〔国際社会専攻〕
〈情報・経営コース〉 【学校推薦型】公募制 出願資格 L&R 400

国際社会学科〔国際社会専攻〕
〈心理・人間文化コース〉 【学校推薦型】公募制 出願資格 L&R 400

国際社会学科〔地域児童教育
専攻〕〈児童教育コース〉 【学校推薦型】公募制 出願資格 L&R 400

桐生大学 医療保健学部 看護学科、栄養学科 【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 ※1

群馬医療福祉大学 リハビリテーション学部 リハビリテーション学科 【一般】スカラシップ 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R 450、
L&R+S&W：610

【一般】スカラシップ 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】スカラシップ 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 785、
L&R+S&W：1095

【一般】一般前、特別 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R 450、
L&R+S&W：610

【一般】一般前、特別 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般前、特別 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 785、
L&R+S&W：1095

医療技術学部 医療技術学科 【一般】スカラシップ 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R 450、
L&R+S&W：610

【一般】スカラシップ 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】スカラシップ 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 785、
L&R+S&W：1095

【一般】一般前、特別 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R 450、
L&R+S&W：610

【一般】一般前、特別 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般前、特別 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 785、
L&R+S&W：1095

看護学部 看護学科 【一般】スカラシップ 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R 450、
L&R+S&W：610

【一般】スカラシップ 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】スカラシップ 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 785、
L&R+S&W：1095

【一般】一般前、特別 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R 450、
L&R+S&W：610

〔Ⅱ-3〕 私立大学 ＜関東・甲信越（東京以外）＞
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群馬 群馬医療福祉大学 看護学部 看護学科 【一般】一般前、特別 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般前、特別 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 785、
L&R+S&W：1095

社会福祉学部 社会福祉学科 【一般】スカラシップ 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R 450、
L&R+S&W：610

【一般】スカラシップ 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】スカラシップ 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 785、
L&R+S&W：1095

【一般】一般前、特別 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R 450、
L&R+S&W：610

【一般】一般前、特別 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般前、特別 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 785、
L&R+S&W：1095

高崎健康福祉大学 健康福祉学部 医療情報学科 【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 550、
L&R+S&W：1150 ※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R 670、
L&R+S&W：1400 ※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 785、
L&R+S&W：1560 ※3

健康栄養学科 【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 550、
L&R+S&W：1150 ※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R 670、
L&R+S&W：1400 ※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 785、
L&R+S&W：1560 ※3

社会福祉学科 【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 550、
L&R+S&W：1150 ※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R 670、
L&R+S&W：1400 ※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 785、
L&R+S&W：1560 ※3

人間発達学部 子ども教育学科 【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 550、
L&R+S&W：1150 ※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R 670、
L&R+S&W：1400 ※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 785、
L&R+S&W：1560 ※3

農学部 生物生産学科 【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 550、
L&R+S&W：1150 ※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R 670、
L&R+S&W：1400 ※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 785、
L&R+S&W：1560 ※3

保健医療学部 看護学科、理学療法学科 【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 550、
L&R+S&W：1150 ※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R 670、
L&R+S&W：1400 ※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 785、
L&R+S&W：1560 ※3

薬学部 薬学科 【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 550、
L&R+S&W：1150 ※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R 670、
L&R+S&W：1400 ※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 785、
L&R+S&W：1560 ※3

埼玉 浦和大学 こども学部 こども学科、学校教育学科 【一般】一般（Ⅰ期、Ⅱ期） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 320

【一般】一般（Ⅰ期、Ⅱ期） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R 625

【一般】一般（Ⅰ期、Ⅱ期） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 1150

社会学部 総合福祉学科、現代社会学科 【一般】一般（Ⅰ期、Ⅱ期） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 320

【一般】一般（Ⅰ期、Ⅱ期） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R 625

【一般】一般（Ⅰ期、Ⅱ期） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 1150

共栄大学 教育学部 教育学科〔小学校コース〕 【学校推薦型】公募型 判定優遇・合否参考 L&R 400

【総合型】資格評価型 出願資格 L&R 400

教育学科〔幼稚園コース〕 【学校推薦型】公募型 判定優遇・合否参考 L&R 400

国際経営学部 国際経営学科 【学校推薦型】公募型 判定優遇・合否参考 L&R 400

【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 ※2

埼玉医科大学 医学部 医学科 【学校推薦型】特別枠 出願資格 L&R 900

保健医療学部 看護学科 【学校推薦型】特別枠 出願資格 L&R 800＋※2

理学療法学科 【学校推薦型】特別枠 出願資格 L&R 800＋※2
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埼玉 埼玉医科大学 保健医療学部 臨床検査学科 【学校推薦型】特別枠 出願資格 L&R 800＋※2

埼玉工業大学 工学部 機械工学科 【学校推薦型】公募 加点［書類審査］ L&R 400、Bridge 120

情報システム学科 【学校推薦型】公募 加点［書類審査］ L&R 400、Bridge 120

生命環境化学科 【学校推薦型】公募 加点［書類審査］ L&R 400、Bridge 120

人間社会学部 情報社会学科 【学校推薦型】公募 加点［書類審査］ L&R 400、Bridge 120

心理学科 【学校推薦型】公募 加点［書類審査］ L&R 400、Bridge 120

東京国際大学 医療健康学部 理学療法学科 【総合型】資格者 出願資格 L&R+S&W：
L&R225､S&W160

経済学部 経済学科 【一般】グローバルコース
（共テⅠ、Ⅱ、Ⅲ） 出願資格 L&R+S&W：

L&R550､S&W240
【総合型】グローバルコース
（資格者AO） 出願資格 L&R+S&W：

L&R550､S&W240

【総合型】資格者 出願資格 L&R+S&W：
L&R225､S&W160

言語コミュニケーション
学部

英語コミュニケーション学科 【一般】グローバルビジネス
コース（共テⅠ、Ⅱ、Ⅲ） 出願資格 L&R+S&W：

L&R550､S&W240
【総合型】グローバルビジネス
コース（資格者AO） 出願資格 L&R+S&W：

L&R550､S&W240

【総合型】資格者 出願資格 L&R+S&W：
L&R550､S&W240

国際関係学部 国際関係学科、国際メディア
学科

【一般】グローバルコース
（共テⅠ、Ⅱ、Ⅲ） 出願資格 L&R+S&W：

L&R550､S&W240
【総合型】グローバルコース
（資格者AO） 出願資格 L&R+S&W：

L&R550､S&W240

【総合型】資格者 出願資格 L&R+S&W：
L&R225､S&W160

商学部 商学科、経営学科 【一般】グローバルコース
（共テⅠ、Ⅱ、Ⅲ） 出願資格 L&R+S&W：

L&R550､S&W240
【一般】グローバルデータサイエ
ンスコース（共テⅠ、Ⅱ、Ⅲ） 出願資格 L&R+S&W：

L&R550､S&W240
【一般】グローバルデータサイエ
ンスコース（全学部統一Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）出願資格 L&R+S&W：

L&R550､S&W240
【総合型】グローバルコース
（資格者AO） 出願資格 L&R+S&W：

L&R550､S&W240
【総合型】グローバルデータサイ
エンスコース（資格者AO） 出願資格 L&R+S&W：

L&R550､S&W240

【総合型】資格者 出願資格 L&R+S&W：
L&R225､S&W160

人間社会学部 福祉心理学科、人間スポーツ
学科、スポーツ科学科

【一般】グローバルコース
（共テⅠ、Ⅱ、Ⅲ） 出願資格 L&R+S&W：

L&R550､S&W240
【総合型】グローバルコース
（資格者AO） 出願資格 L&R+S&W：

L&R550､S&W240

【総合型】資格者 出願資格 L&R+S&W：
L&R225､S&W160

獨協大学 外国語学部 ドイツ語学科 【一般】A/外検＋（プラス） 出願資格 L&R+S&W：750

【一般】共テ利用入試英語資格 出願資格 L&R+S&W：750

【総合型】Bグループ（専願） 出願資格 L&R+S&W：750

フランス語学科 【一般】A/外検＋（プラス） 出願資格 L&R+S&W：750

【一般】共テ利用入試英語資格 出願資格 L&R+S&W：790

【総合型】Bグループ（専願） 出願資格 L&R+S&W：720

英語学科 【一般】A/外検＋（プラス） 出願資格 L&R+S&W：860

【一般】共テ利用入試英語資格 出願資格 L&R+S&W：860

【学校推薦型】課外活動 出願資格 L&R+S&W：790

【総合型】Aグループ（専願） 出願資格 L&R+S&W：860

【総合型】Bグループ（併願可） 出願資格 L&R+S&W：1000

交流文化学科 【一般】A/外検＋（プラス） 出願資格 L&R+S&W：860

【一般】共テ利用入試英語資格 出願資格 L&R+S&W：860

【学校推薦型】課外活動 出願資格 L&R+S&W：790

【総合型】Aグループ（専願） 出願資格 L&R+S&W：860

【総合型】Bグループ（併願可） 出願資格 L&R+S&W：950

経済学部 経営学科 【一般】A/外検＋（プラス） 出願資格 L&R+S&W：720

【一般】共テ利用入試英語資格 出願資格 L&R+S&W：720
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埼玉 獨協大学 経済学部 経営学科 【総合型】Aグループ（専願） 出願資格 L&R+S&W：720

経済学科 【一般】A/外検＋（プラス） 出願資格 L&R+S&W：720

【一般】共テ利用入試英語資格 出願資格 L&R+S&W：720

【総合型】Aグループ（専願） 出願資格 L&R+S&W：720

国際環境経済学科 【一般】A/外検＋（プラス） 出願資格 L&R+S&W：790

【一般】共テ利用入試英語資格 出願資格 L&R+S&W：790

【総合型】Aグループ（専願） 出願資格 L&R+S&W：790

国際教養学部 言語文化学科 【一般】A/外検＋（プラス） 出願資格 L&R+S&W：900

【一般】共テ利用入試英語資格 出願資格 L&R+S&W：900

【総合型】Aグループ（専願） 出願資格 L&R+S&W：800

【総合型】Bグループ（併願可） 出願資格 L&R+S&W：1030

法学部 法律学科、国際関係法学科、
総合政策学科

【一般】A（外部検定試験活用型） 出願資格 L&R+S&W：720

【一般】共テ利用入試英語資格 出願資格 L&R+S&W：720

【総合型】公募制入試 出願資格 L&R+S&W：700

日本工業大学 基幹工学部 機械工学科、電気電子通信
工学科、応用化学科 【一般】英語外部試験利用 出願資格 L&R+S&W：625 ※3

建築学部 建築学科〔建築コース〕 【一般】英語外部試験利用 出願資格 L&R+S&W：625 ※3

建築学科〔生活環境デザイン
コース〕 【一般】英語外部試験利用 出願資格 L&R+S&W：625 ※3

先進工学部 ロボティクス学科、情報メディア
工学科、データサイエンス学科 【一般】英語外部試験利用 出願資格 L&R+S&W：625 ※3

文教大学 国際学部 国際理解学科、国際観光学科 【一般】C（方式2） 出願資格 L&R+S&W：1150

【総合型】資格優先型 出願資格 L&R+S&W：1150

情報学部 情報システム学科、情報社会
学科、メディア表現学科 【総合型】資格優先型 出願資格 L&R 500

文学部 英米語英米文学科 【一般】C（方式2） 出願資格 L&R+S&W：1150

【総合型】資格優先型 出願資格 L&R+S&W：1150

外国語学科 【一般】C（方式2） 出願資格 L&R+S&W：1150

【総合型】資格優先型 出願資格 L&R+S&W：850

【総合型】資格優先型 出願資格 L&R+S&W：1150

中国語中国文学科 【総合型】資格優先型 出願資格 L&R 450

千葉 愛国学園大学 人間文化学部 人間文化学科 【総合型】
課外活動・資格取得重視型 出願資格 ※2

江戸川大学 メディアコミュニケーション
学部

マス・コミュニケーション学科、
情報文化学科、こどもコミュニ
ケーション学科

【一般】1期、2期、3期 判定優遇・合否参考 ※2

【一般】1期、2期、3期 得点換算［＜個別＞英語試験
/70点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】1期、2期、3期 得点換算［＜個別＞英語試験
/85点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】1期、2期、3期 得点換算［＜個別＞英語試験
/100点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】共テ利用（全日程） 判定優遇・合否参考

【一般】共テ利用（全日程） 加点［＜共テ＞英語/5点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】共テ利用（全日程） 加点［＜共テ＞英語/10点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ利用（全日程） 加点［＜共テ＞英語/20点］ L&R+S&W：1560 ※3

【学校推薦型】公募 判定優遇・合否参考 L&R＋S&W：CEFR A2

【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 L&R＋S&W：CEFR A2

社会学部 人間心理学科、現代社会学科、
経営社会学科

【一般】1期、2期、3期 判定優遇・合否参考 ※2

【一般】1期、2期、3期 得点換算［＜個別＞英語試験
/70点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】1期、2期、3期 得点換算［＜個別＞英語試験
/85点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】1期、2期、3期 得点換算［＜個別＞英語試験
/100点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】共テ利用（全日程） 判定優遇・合否参考
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千葉 江戸川大学 社会学部 人間心理学科、現代社会学科、
経営社会学科

【一般】共テ利用（全日程） 加点［＜共テ＞英語/5点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】共テ利用（全日程） 加点［＜共テ＞英語/10点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ利用（全日程） 加点［＜共テ＞英語/20点］ L&R+S&W：1560 ※3

【学校推薦型】公募 判定優遇・合否参考 L&R＋S&W：CEFR A2

【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 L&R＋S&W：CEFR A2

開智国際大学 教育学部 教育学科〔初等教育専攻〕 【総合型】英語外部試験 出願資格 ※2

教育学科〔中等教育専攻〕 【総合型】英語外部試験 出願資格 ※2

国際教養学部 国際教養学科 【総合型】英語外部試験 出願資格 ※2

川村学園女子大学 教育学部 幼児教育学科、児童教育学科 【一般】一般Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 加点［＜外部検定資格＞総合点］ L&R 450

【学校推薦型】公募Ⅰ、Ⅱ 出願資格、加点［＜外部検定
資格＞総合点］ L&R 450

【総合型】
一般、専門高校、スポーツ 加点［＜外部検定資格＞総合点］ L&R 450

生活創造学部 生活文化学科、観光文化学科 【一般】一般Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 加点［＜外部検定資格＞総合点］ L&R 450

【学校推薦型】公募Ⅰ、Ⅱ 出願資格、加点［＜外部検定
資格＞総合点］ L&R 450

【総合型】
一般、専門高校、スポーツ 加点［＜外部検定資格＞総合点］ L&R 450

文学部 国際英語学科、史学科、心理
学科、日本文化学科

【一般】一般Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 加点［＜外部検定資格＞総合点］ L&R 450

【学校推薦型】公募Ⅰ、Ⅱ 出願資格、加点［＜外部検定
資格＞総合点］ L&R 450

【総合型】
一般、専門高校、スポーツ 加点［＜外部検定資格＞総合点］ L&R 450

神田外語大学 外国語学部 アジア言語学科〔インドネシア
語専攻〕 【総合型】前期 加点［書類審査］ ※2

アジア言語学科〔タイ語専攻〕【総合型】前期 加点［書類審査］ ※2

アジア言語学科〔ベトナム語
専攻〕 【総合型】前期 加点［書類審査］ ※2

イベロアメリカ言語学科 【総合型】前期 判定優遇・合否参考 ※2

英米語学科 【総合型】前期 加点［書類審査］ ※2

敬愛大学 教育学部 こども教育学科 【一般】1期、2期
（外部試験利用方式）

試験免除、得点換算［＜個別＞
英語/70点］ L&R 480

【一般】1期、2期
（外部試験利用方式）

試験免除、得点換算［＜個別＞
英語/85点］ L&R 550

経済学部 経済学科、経営学科 【一般】1期、2期
（外部試験利用方式）

試験免除、得点換算［＜個別＞
英語/70点］ L&R 480

【一般】1期、2期
（外部試験利用方式）

試験免除、得点換算［＜個別＞
英語/85点］ L&R 550

【総合型】資格 出願資格、試験免除［＜個別＞
小論文］ L&R 480

【総合型】資格 判定優遇・合否参考 L&R 550

国際学部 国際学科 【一般】1期、2期
（外部試験利用方式）

試験免除、得点換算［＜個別＞
英語/70点］ L&R 480

【一般】1期、2期
（外部試験利用方式）

試験免除、得点換算［＜個別＞
英語/85点］ L&R 550

【総合型】資格 出願資格、試験免除［＜個別＞
小論文］ L&R 480

【総合型】資格 判定優遇・合否参考 L&R 550

城西国際大学 メディア学部 メディア情報学科〔ニューメディ
アコース〕

【学校推薦型】公募制推薦
（Ｊ特待生制度） 出願資格 L&R 550、

L&R+S&W：1150 ※3
メディア情報学科〔映像芸術
コース〕

【学校推薦型】公募制推薦
（Ｊ特待生制度）第1期、2期 出願資格 L&R 550、

L&R+S&W：1150 ※3

観光学部 観光学科 【学校推薦型】公募制推薦
（Ｊ特待生制度） 出願資格 L&R 550、

L&R+S&W：1150 ※3

経営情報学部 総合経営学科 【学校推薦型】公募制推薦
（Ｊ特待生制度） 出願資格 L&R 550、

L&R+S&W：1150 ※3

国際人文学部 国際文化学科、国際交流学科 【学校推薦型】公募制推薦
（Ｊ特待生制度） 出願資格 L&R 550、

L&R+S&W：1150 ※3

薬学部 医療薬学科 【学校推薦型】公募制推薦
（Ｊ特待生制度） 出願資格 L&R 550、

L&R+S&W：1150 ※3

千葉科学大学 危機管理学部 航空技術危機管理学科〔パイ
ロットコース〕

【一般】共テ前 出願資格 L&R 450

【一般】前、後 出願資格 L&R 450

【総合型】総合型 出願資格 L&R 450

千葉経済大学 経済学部 経済学科、経営学科 【一般】A、B 得点換算［＜個別＞英語/70点］ ※2

【一般】A、B 得点換算［＜個別＞英語/80点］ ※2
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千葉 千葉経済大学 経済学部 経済学科、経営学科 【一般】A、B 得点換算［＜個別＞英語/90点］ ※2

【一般】A、B 得点換算［＜個別＞英語/100点］※2

千葉工業大学 工学部 機械工学科、機械電子創成工
学科、先端材料工学科、電気電
子工学科、情報通信システム工
学科、応用化学科

【一般】A（タイプB） 出願資格、試験免除［＜個別＞
英語］ L&R+S&W：760 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：760 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉） 得点換算［＜個別＞英語/110点］L&R+S&W：820 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉） 得点換算［＜個別＞英語/120点］L&R+S&W：890 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉） 得点換算［＜個別＞英語/130点］L&R+S&W：950 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉） 得点換算［＜個別＞英語/140点］L&R+S&W：1020 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉） 得点換算［＜個別＞英語/150点］L&R+S&W：1080 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉） 得点換算［＜個別＞英語/160点］L&R+S&W：1150 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉） 得点換算［＜個別＞英語/170点］L&R+S&W：1210 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉） 得点換算［＜個別＞英語/180点］L&R+S&W：1280 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉） 得点換算［＜個別＞英語/190点］L&R+S&W：1340 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉） 得点換算［＜個別＞英語/200点］L&R+S&W：1410 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：760 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/110点］ L&R+S&W：820 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/120点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/130点］ L&R+S&W：950 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/140点］ L&R+S&W：1020 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/150点］ L&R+S&W：1080 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/160点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/170点］ L&R+S&W：1210 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/180点］ L&R+S&W：1280 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/190点］ L&R+S&W：1340 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/200点］ L&R+S&W：1410 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：760 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/110点］ L&R+S&W：820 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/120点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/130点］ L&R+S&W：950 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/140点］ L&R+S&W：1020 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/150点］ L&R+S&W：1080 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/160点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/170点］ L&R+S&W：1210 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/180点］ L&R+S&W：1280 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/190点］ L&R+S&W：1340 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/200点］ L&R+S&W：1410 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：760 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/110点］ L&R+S&W：820 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/120点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/130点］ L&R+S&W：950 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/140点］ L&R+S&W：1020 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/150点］ L&R+S&W：1080 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/160点］ L&R+S&W：1150 ※3
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都道
府県 学　校 学　部 学　科 【試験形態】入試名 活用方法 基準スコア

千葉 千葉工業大学 工学部 機械工学科、機械電子創成
工学科、先端材料工学科、
電気電子工学科、情報通信シ
ステム工学科、応用化学科

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/170点］ L&R+S&W：1210 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/180点］ L&R+S&W：1280 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/190点］ L&R+S&W：1340 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/200点］ L&R+S&W：1410 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：760 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/110点］ L&R+S&W：820 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/120点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/130点］ L&R+S&W：950 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/140点］ L&R+S&W：1020 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/150点］ L&R+S&W：1080 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/160点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/170点］ L&R+S&W：1210 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/180点］ L&R+S&W：1280 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/190点］ L&R+S&W：1340 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/200点］ L&R+S&W：1410 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：760 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/110点］ L&R+S&W：820 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/120点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/130点］ L&R+S&W：950 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/140点］ L&R+S&W：1020 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/150点］ L&R+S&W：1080 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/160点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/170点］ L&R+S&W：1210 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/180点］ L&R+S&W：1280 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/190点］ L&R+S&W：1340 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/200点］ L&R+S&W：1410 ※3

【総合型】総合型（創造） 判定優遇・合否参考 ※2

社会システム科学部 経営情報科学科、プロジェクト
マネジメント学科、金融・経営
リスク科学科

【一般】A（タイプB） 出願資格、試験免除［＜個別＞
英語］ L&R+S&W：760 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉）

得点換算［＜個別＞英語
/100点］ L&R+S&W：760 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉）

得点換算［＜個別＞英語
/110点］ L&R+S&W：820 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉）

得点換算［＜個別＞英語
/120点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉）

得点換算［＜個別＞英語
/130点］ L&R+S&W：950 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉）

得点換算［＜個別＞英語
/140点］ L&R+S&W：1020 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉）

得点換算［＜個別＞英語
/150点］ L&R+S&W：1080 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉）

得点換算［＜個別＞英語
/160点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉）

得点換算［＜個別＞英語
/170点］ L&R+S&W：1210 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉）

得点換算［＜個別＞英語
/180点］ L&R+S&W：1280 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉）

得点換算［＜個別＞英語
/190点］ L&R+S&W：1340 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉）

得点換算［＜個別＞英語
/200点］ L&R+S&W：1410 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：760 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/110点］ L&R+S&W：820 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/120点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/130点］ L&R+S&W：950 ※3
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府県 学　校 学　部 学　科 【試験形態】入試名 活用方法 基準スコア

千葉 千葉工業大学 社会システム科学部 経営情報科学科、プロジェクト
マネジメント学科、金融・経営
リスク科学科

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/140点］ L&R+S&W：1020 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/150点］ L&R+S&W：1080 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/160点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/170点］ L&R+S&W：1210 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/180点］ L&R+S&W：1280 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/190点］ L&R+S&W：1340 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/200点］ L&R+S&W：1410 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：760 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/110点］ L&R+S&W：820 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/120点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/130点］ L&R+S&W：950 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/140点］ L&R+S&W：1020 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/150点］ L&R+S&W：1080 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/160点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/170点］ L&R+S&W：1210 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/180点］ L&R+S&W：1280 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/190点］ L&R+S&W：1340 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/200点］ L&R+S&W：1410 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：760 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/110点］ L&R+S&W：820 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/120点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/130点］ L&R+S&W：950 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/140点］ L&R+S&W：1020 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/150点］ L&R+S&W：1080 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/160点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/170点］ L&R+S&W：1210 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/180点］ L&R+S&W：1280 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/190点］ L&R+S&W：1340 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/200点］ L&R+S&W：1410 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：760 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/110点］ L&R+S&W：820 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/120点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/130点］ L&R+S&W：950 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/140点］ L&R+S&W：1020 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/150点］ L&R+S&W：1080 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/160点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/170点］ L&R+S&W：1210 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/180点］ L&R+S&W：1280 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/190点］ L&R+S&W：1340 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/200点］ L&R+S&W：1410 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：760 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/110点］ L&R+S&W：820 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/120点］ L&R+S&W：890 ※3
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府県 学　校 学　部 学　科 【試験形態】入試名 活用方法 基準スコア

千葉 千葉工業大学 社会システム科学部 経営情報科学科、プロジェクト
マネジメント学科、金融・経営
リスク科学科

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/130点］ L&R+S&W：950 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/140点］ L&R+S&W：1020 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/150点］ L&R+S&W：1080 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/160点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/170点］ L&R+S&W：1210 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/180点］ L&R+S&W：1280 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/190点］ L&R+S&W：1340 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/200点］ L&R+S&W：1410 ※3

【総合型】総合型（創造） 判定優遇・合否参考 ※2

情報科学部 情報工学科、情報ネットワーク
学科

【一般】A（タイプB） 出願資格、試験免除［＜個別＞
英語］ L&R+S&W：760 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉）

得点換算［＜個別＞英語
/100点］ L&R+S&W：760 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉）

得点換算［＜個別＞英語
/110点］ L&R+S&W：820 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉）

得点換算［＜個別＞英語
/120点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉）

得点換算［＜個別＞英語
/130点］ L&R+S&W：950 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉）

得点換算［＜個別＞英語
/140点］ L&R+S&W：1020 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉）

得点換算［＜個別＞英語
/150点］ L&R+S&W：1080 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉）

得点換算［＜個別＞英語
/160点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉）

得点換算［＜個別＞英語
/170点］ L&R+S&W：1210 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉）

得点換算［＜個別＞英語
/180点］ L&R+S&W：1280 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉）

得点換算［＜個別＞英語
/190点］ L&R+S&W：1340 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉）

得点換算［＜個別＞英語
/200点］ L&R+S&W：1410 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：760 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/110点］ L&R+S&W：820 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/120点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/130点］ L&R+S&W：950 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/140点］ L&R+S&W：1020 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/150点］ L&R+S&W：1080 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/160点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/170点］ L&R+S&W：1210 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/180点］ L&R+S&W：1280 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/190点］ L&R+S&W：1340 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/200点］ L&R+S&W：1410 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：760 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/110点］ L&R+S&W：820 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/120点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/130点］ L&R+S&W：950 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/140点］ L&R+S&W：1020 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/150点］ L&R+S&W：1080 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/160点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/170点］ L&R+S&W：1210 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/180点］ L&R+S&W：1280 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/190点］ L&R+S&W：1340 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/200点］ L&R+S&W：1410 ※3
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府県 学　校 学　部 学　科 【試験形態】入試名 活用方法 基準スコア

千葉 千葉工業大学 情報科学部 情報工学科、情報ネットワーク
学科

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：760 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/110点］ L&R+S&W：820 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/120点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/130点］ L&R+S&W：950 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/140点］ L&R+S&W：1020 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/150点］ L&R+S&W：1080 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/160点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/170点］ L&R+S&W：1210 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/180点］ L&R+S&W：1280 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/190点］ L&R+S&W：1340 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/200点］ L&R+S&W：1410 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：760 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/110点］ L&R+S&W：820 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/120点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/130点］ L&R+S&W：950 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/140点］ L&R+S&W：1020 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/150点］ L&R+S&W：1080 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/160点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/170点］ L&R+S&W：1210 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/180点］ L&R+S&W：1280 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/190点］ L&R+S&W：1340 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/200点］ L&R+S&W：1410 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：760 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/110点］ L&R+S&W：820 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/120点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/130点］ L&R+S&W：950 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/140点］ L&R+S&W：1020 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/150点］ L&R+S&W：1080 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/160点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/170点］ L&R+S&W：1210 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/180点］ L&R+S&W：1280 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/190点］ L&R+S&W：1340 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/200点］ L&R+S&W：1410 ※3

【総合型】総合型（創造） 判定優遇・合否参考 ※2

先進工学部 未来ロボティクス学科、生命
科学科、知能メディア工学科

【一般】A（タイプB） 出願資格、試験免除［＜個別＞
英語］ L&R+S&W：760 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉）

得点換算［＜個別＞英語
/100点］ L&R+S&W：760 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉）

得点換算［＜個別＞英語
/110点］ L&R+S&W：820 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉）

得点換算［＜個別＞英語
/120点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉）

得点換算［＜個別＞英語
/130点］ L&R+S&W：950 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉）

得点換算［＜個別＞英語
/140点］ L&R+S&W：1020 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉）

得点換算［＜個別＞英語
/150点］ L&R+S&W：1080 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉）

得点換算［＜個別＞英語
/160点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉）

得点換算［＜個別＞英語
/170点］ L&R+S&W：1210 ※3
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府県 学　校 学　部 学　科 【試験形態】入試名 活用方法 基準スコア

千葉 千葉工業大学 先進工学部 未来ロボティクス学科、生命
科学科、知能メディア工学科

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉）

得点換算［＜個別＞英語
/180点］ L&R+S&W：1280 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉）

得点換算［＜個別＞英語
/190点］ L&R+S&W：1340 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉）

得点換算［＜個別＞英語
/200点］ L&R+S&W：1410 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：760 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/110点］ L&R+S&W：820 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/120点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/130点］ L&R+S&W：950 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/140点］ L&R+S&W：1020 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/150点］ L&R+S&W：1080 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/160点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/170点］ L&R+S&W：1210 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/180点］ L&R+S&W：1280 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/190点］ L&R+S&W：1340 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/200点］ L&R+S&W：1410 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：760 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/110点］ L&R+S&W：820 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/120点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/130点］ L&R+S&W：950 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/140点］ L&R+S&W：1020 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/150点］ L&R+S&W：1080 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/160点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/170点］ L&R+S&W：1210 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/180点］ L&R+S&W：1280 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/190点］ L&R+S&W：1340 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/200点］ L&R+S&W：1410 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：760 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/110点］ L&R+S&W：820 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/120点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/130点］ L&R+S&W：950 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/140点］ L&R+S&W：1020 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/150点］ L&R+S&W：1080 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/160点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/170点］ L&R+S&W：1210 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/180点］ L&R+S&W：1280 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/190点］ L&R+S&W：1340 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/200点］ L&R+S&W：1410 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：760 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/110点］ L&R+S&W：820 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/120点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/130点］ L&R+S&W：950 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/140点］ L&R+S&W：1020 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/150点］ L&R+S&W：1080 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/160点］ L&R+S&W：1150 ※3
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府県 学　校 学　部 学　科 【試験形態】入試名 活用方法 基準スコア

千葉 千葉工業大学 先進工学部 未来ロボティクス学科、生命
科学科、知能メディア工学科

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/170点］ L&R+S&W：1210 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/180点］ L&R+S&W：1280 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/190点］ L&R+S&W：1340 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/200点］ L&R+S&W：1410 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：760 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/110点］ L&R+S&W：820 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/120点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/130点］ L&R+S&W：950 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/140点］ L&R+S&W：1020 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/150点］ L&R+S&W：1080 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/160点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/170点］ L&R+S&W：1210 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/180点］ L&R+S&W：1280 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/190点］ L&R+S&W：1340 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/200点］ L&R+S&W：1410 ※3

【総合型】総合型（創造） 判定優遇・合否参考 ※2

創造工学部 デザイン科学科 【一般】A（タイプB） 出願資格、試験免除［＜個別＞
英語］ L&R+S&W：760 ※3

建築学科 【一般】A（タイプB） 出願資格、試験免除［＜個別＞
英語］ L&R+S&W：760 ※3

建築学科、都市環境工学科、
デザイン科学科

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉）

得点換算［＜個別＞英語
/100点］ L&R+S&W：760 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉）

得点換算［＜個別＞英語
/110点］ L&R+S&W：820 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉）

得点換算［＜個別＞英語
/120点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉）

得点換算［＜個別＞英語
/130点］ L&R+S&W：950 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉）

得点換算［＜個別＞英語
/140点］ L&R+S&W：1020 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉）

得点換算［＜個別＞英語
/150点］ L&R+S&W：1080 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉）

得点換算［＜個別＞英語
/160点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉）

得点換算［＜個別＞英語
/170点］ L&R+S&W：1210 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉）

得点換算［＜個別＞英語
/180点］ L&R+S&W：1280 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉）

得点換算［＜個別＞英語
/190点］ L&R+S&W：1340 ※3

【一般】B（タイプB〈英語選択型〉）、
C（タイプB〈英語選択型〉）

得点換算［＜個別＞英語
/200点］ L&R+S&W：1410 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：760 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/110点］ L&R+S&W：820 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/120点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/130点］ L&R+S&W：950 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/140点］ L&R+S&W：1020 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/150点］ L&R+S&W：1080 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/160点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/170点］ L&R+S&W：1210 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/180点］ L&R+S&W：1280 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/190点］ L&R+S&W：1340 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/200点］ L&R+S&W：1410 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：760 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/110点］ L&R+S&W：820 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/120点］ L&R+S&W：890 ※3
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府県 学　校 学　部 学　科 【試験形態】入試名 活用方法 基準スコア

千葉 千葉工業大学 創造工学部 建築学科、都市環境工学科、
デザイン科学科

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/130点］ L&R+S&W：950 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/140点］ L&R+S&W：1020 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/150点］ L&R+S&W：1080 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/160点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/170点］ L&R+S&W：1210 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/180点］ L&R+S&W：1280 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/190点］ L&R+S&W：1340 ※3

【一般】共テ（前）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/200点］ L&R+S&W：1410 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：760 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/110点］ L&R+S&W：820 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/120点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/130点］ L&R+S&W：950 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/140点］ L&R+S&W：1020 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/150点］ L&R+S&W：1080 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/160点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/170点］ L&R+S&W：1210 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/180点］ L&R+S&W：1280 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/190点］ L&R+S&W：1340 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅠ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/200点］ L&R+S&W：1410 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：760 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/110点］ L&R+S&W：820 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/120点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/130点］ L&R+S&W：950 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/140点］ L&R+S&W：1020 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/150点］ L&R+S&W：1080 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/160点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/170点］ L&R+S&W：1210 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/180点］ L&R+S&W：1280 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/190点］ L&R+S&W：1340 ※3

【一般】共テ（中）＜タイプⅡ＞ 得点換算［＜共テ＞外国語
/200点］ L&R+S&W：1410 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：760 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/110点］ L&R+S&W：820 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/120点］ L&R+S&W：890 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/130点］ L&R+S&W：950 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/140点］ L&R+S&W：1020 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/150点］ L&R+S&W：1080 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/160点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/170点］ L&R+S&W：1210 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/180点］ L&R+S&W：1280 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/190点］ L&R+S&W：1340 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語
/200点］ L&R+S&W：1410 ※3

【総合型】総合型（創造） 判定優遇・合否参考 ※2

都市環境工学科 【一般】A（タイプB） 出願資格、試験免除［＜個別＞
英語］ L&R+S&W：760 ※3
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府県 学　校 学　部 学　科 【試験形態】入試名 活用方法 基準スコア

千葉 千葉商科大学 サービス創造学部 サービス創造学科 【一般】共通テスト型
（前期3科目・給費生選抜） 加点 ※1

【一般】共通テスト型
（中期2科目、後期2科目） 加点 ※1

【一般】前期2科目、中期2科目
（全学部統一） 加点 ※1

【一般】前期3科目（給費生） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】前期3科目（給費生） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：880 ※3

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

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

【一般】前期3科目（全学部統一） 加点 ※1

【一般】中期2科目（指定科目型） 加点 ※1

【一般】後期2科目（指定科目型） 加点 ※1

【一般】後期2科目（全学部統一）加点 ※1

【学校推薦型】公募制
（学業評価型） 判定優遇・合否参考 ※1

【学校推薦型】公募制
（検定資格評価型） 出願資格 L&R+S&W：625 ※3

【学校推薦型】公募制
（検定資格評価型） 出願資格 L&R+S&W：880 ※3

【学校推薦型】公募制
（検定資格評価型） 出願資格 L&R+S&W：1150 ※3

【総合型】一般（活動評価型） 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】一般（検定資格評価型）出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：625 ※3

【総合型】一般（検定資格評価型）出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：880 ※3

【総合型】一般（適性試験型） 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】給費生
（プレゼンテーション型） 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】給費生
（検定資格評価型） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：625 ※3

【総合型】給費生
（検定資格評価型） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：880 ※3

【総合型】給費生
（検定資格評価型） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150 ※3

【総合型】給費生
（検定資格評価型） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1560 ※3

【総合型】給費生
（卒業教員連携型） 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】文化・スポーツ実績
総合型（一般） 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】文化・スポーツ実績
総合型（特待生） 判定優遇・合否参考 ※1

国際教養学部 国際教養学科 【一般】共通テスト型
（前期3科目・給費生選抜） 加点 ※1

【一般】共通テスト型
（中期2科目、後期2科目） 加点 ※1

【一般】前期2科目、中期2科目
（全学部統一） 加点 ※1

【一般】前期3科目（給費生） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】前期3科目（給費生） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：880 ※3

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

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

【一般】前期3科目（全学部統一） 加点 ※1

【一般】中期2科目（指定科目型） 加点 ※1

【一般】後期2科目（指定科目型） 加点 ※1

【一般】後期2科目（全学部統一） 加点 ※1

【学校推薦型】公募制
（学業評価型） 判定優遇・合否参考 ※1

【学校推薦型】公募制
（検定資格評価型） 出願資格 L&R+S&W：625 ※3

【学校推薦型】公募制
（検定資格評価型） 出願資格 L&R+S&W：880 ※3

【学校推薦型】公募制
（検定資格評価型） 出願資格 L&R+S&W：1150 ※3

【総合型】一般（活動評価型） 判定優遇・合否参考 ※1
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千葉 千葉商科大学 国際教養学部 国際教養学科 【総合型】一般（検定資格評価型）出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：625 ※3

【総合型】一般（検定資格評価型）出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：880 ※3

【総合型】一般（適性試験型） 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】給費生
（プレゼンテーション型） 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】給費生
（検定資格評価型） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：625 ※3

【総合型】給費生
（検定資格評価型） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：880 ※3

【総合型】給費生
（検定資格評価型） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150 ※3

【総合型】給費生
（検定資格評価型） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1560 ※3

【総合型】給費生
（卒業教員連携型） 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】文化・スポーツ実績
総合型（一般） 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】文化・スポーツ実績
総合型（特待生） 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】併願総合型 判定優遇・合否参考 ※1

商経学部 商学科、経済学科、経営学科 【一般】共通テスト型
（前期3科目・給費生選抜） 加点 ※1

【一般】共通テスト型
（中期2科目、後期2科目） 加点 ※1

【一般】前期2科目、中期2科目
（全学部統一） 加点 ※1

【一般】前期3科目（給費生） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】前期3科目（給費生） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：880 ※3

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

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

【一般】前期3科目（全学部統一） 加点 ※1

【一般】中期2科目（指定科目型） 加点 ※1

【一般】後期2科目（指定科目型） 加点 ※1

【一般】後期2科目（全学部統一） 加点 ※1

【学校推薦型】公募制
（学業評価型） 判定優遇・合否参考 ※1

【学校推薦型】公募制
（検定資格評価型） 出願資格 L&R+S&W：625 ※3

【学校推薦型】公募制
（検定資格評価型） 出願資格 L&R+S&W：880 ※3

【学校推薦型】公募制
（検定資格評価型） 出願資格 L&R+S&W：1150 ※3

【総合型】一般（活動評価型） 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】一般（検定資格評価型）出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：625 ※3

【総合型】一般（検定資格評価型）出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：880 ※3

【総合型】一般（適性試験型） 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】給費生
（プレゼンテーション型） 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】給費生
（検定資格評価型） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：625 ※3

【総合型】給費生
（検定資格評価型） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：880 ※3

【総合型】給費生
（検定資格評価型） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150 ※3

【総合型】給費生
（検定資格評価型） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1560 ※3

【総合型】給費生
（卒業教員連携型） 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】文化・スポーツ実績
総合型（一般） 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】文化・スポーツ実績
総合型（特待生） 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】併願総合型 判定優遇・合否参考 ※1

政策情報学部 政策情報学科 【一般】共通テスト型
（前期3科目・給費生選抜） 加点 ※1

【一般】共通テスト型
（中期2科目、後期2科目） 加点 ※1

【一般】前期2科目、中期2科目
（全学部統一） 加点 ※1
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千葉 千葉商科大学 政策情報学部 政策情報学科 【一般】前期3科目（給費生） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】前期3科目（給費生） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：880 ※3

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

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

【一般】前期3科目（全学部統一） 加点 ※1

【一般】中期2科目（指定科目型） 加点 ※1

【一般】後期2科目（指定科目型） 加点 ※1

【一般】後期2科目（全学部統一） 加点 ※1

【学校推薦型】公募制
（学業評価型） 判定優遇・合否参考 ※1

【学校推薦型】公募制
（検定資格評価型） 出願資格 L&R+S&W：625 ※3

【学校推薦型】公募制
（検定資格評価型） 出願資格 L&R+S&W：880 ※3

【学校推薦型】公募制
（検定資格評価型） 出願資格 L&R+S&W：1150 ※3

【総合型】一般（活動評価型） 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】一般（検定資格評価型）出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：625 ※3

【総合型】一般（検定資格評価型） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：880 ※3

【総合型】一般（適性試験型） 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】給費生
（プレゼンテーション型） 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】給費生
（検定資格評価型） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：625 ※3

【総合型】給費生
（検定資格評価型） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：880 ※3

【総合型】給費生
（検定資格評価型） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150 ※3

【総合型】給費生
（検定資格評価型） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1560 ※3

【総合型】給費生
（卒業教員連携型） 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】文化・スポーツ実績
総合型（一般） 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】文化・スポーツ実績
総合型（特待生） 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】併願総合型 判定優遇・合否参考 ※1

人間社会学部 人間社会学科 【一般】共通テスト型
（前期3科目・給費生選抜） 加点 ※1

【一般】共通テスト型
（中期2科目、後期2科目） 加点 ※1

【一般】前期2科目、中期2科目
（全学部統一） 加点 ※1

【一般】前期3科目（給費生） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】前期3科目（給費生） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：880 ※3

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

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

【一般】前期3科目（全学部統一） 加点 ※1

【一般】中期2科目（指定科目型） 加点 ※1

【一般】後期2科目（指定科目型） 加点 ※1

【一般】後期2科目（全学部統一） 加点 ※1

【学校推薦型】公募制
（学業評価型） 判定優遇・合否参考 ※1

【学校推薦型】公募制
（検定資格評価型） 出願資格 L&R+S&W：625 ※3

【学校推薦型】公募制
（検定資格評価型） 出願資格 L&R+S&W：880 ※3

【学校推薦型】公募制
（検定資格評価型） 出願資格 L&R+S&W：1150 ※3

【総合型】一般（活動評価型） 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】一般（検定資格評価型）出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：625 ※3

【総合型】一般（検定資格評価型）出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：880 ※3
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千葉 千葉商科大学 人間社会学部 人間社会学科 【総合型】一般（適性試験型） 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】給費生
（プレゼンテーション型） 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】給費生
（検定資格評価型） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：625 ※3

【総合型】給費生
（検定資格評価型） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：880 ※3

【総合型】給費生
（検定資格評価型） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150 ※3

【総合型】給費生
（検定資格評価型） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1560 ※3

【総合型】給費生
（卒業教員連携型） 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】文化・スポーツ実績
総合型（一般） 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】文化・スポーツ実績
総合型（特待生） 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】併願総合型 判定優遇・合否参考 ※1

中央学院大学 現代教養学部 現代教養学科 【学校推薦型】公募制 判定優遇・合否参考 L&R 400、Bridge 140

【学校推薦型】特待生 判定優遇・合否参考 L&R 400、Bridge 140

【総合型】特待生 出願資格 L&R 400、Bridge 140

商学部 商学科 【学校推薦型】公募制 判定優遇・合否参考 L&R 400、S&W 200

【学校推薦型】特待生 判定優遇・合否参考 L&R 400、S&W 200

【総合型】特待生 出願資格 L&R 400、S&W 200

法学部 法学科 【学校推薦型】公募制 判定優遇・合否参考 L&R 400、Bridge 140

【学校推薦型】特待生 判定優遇・合否参考 L&R 400、Bridge 140

【総合型】特待生 出願資格 L&R 400、Bridge 140

東京情報大学 看護学部 看護学科 【一般】Ⅰ、Ⅱ 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 385

【一般】Ⅰ、Ⅱ 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 550

【一般】Ⅰ、Ⅱ 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785

総合情報学部 総合情報学科 【一般】Ⅰ、Ⅱ 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 385

【一般】Ⅰ、Ⅱ 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 550

【一般】Ⅰ、Ⅱ 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 785

明海大学 歯学部 歯学科 【総合型】自己推薦型 出願資格 L&R＋S&W：CEFR A2

麗澤大学 外国語学部 外国語学科 【一般】共テ利用（前期英語4技
能プラス、中期英語4技能プラス）

得点換算［＜共テ＞英語資格
/80点］ L&R+S&W：800

【一般】共テ利用（前期英語4技
能プラス、中期英語4技能プラス）

得点換算［＜共テ＞英語資格
/100点］ L&R+S&W：1000

【一般】3月（1科目型） 出願資格 L&R+S&W：385

【一般】3月（1科目型） 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R+S&W：800

【一般】3月
（共通テストプラス1科目型） 出願資格 L&R+S&W：385

【一般】3月
（共通テストプラス1科目型） 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R+S&W：800

外国語学科
〔ドイツ語・ヨーロッパ専攻〕

【一般】3月（面接型） 出願資格 L&R 375、
L&R+S&W：610

【学校推薦型】公募 出願資格 L&R 425、
L&R+S&W：660

【総合型】課題プレゼン型Ⅰ期 出願資格 L&R 350、
L&R+S&W：585

外国語学科
〔英語・リベラルアーツ専攻〕

【一般】3月（面接型） 出願資格 L&R 375、
L&R+S&W：610

【学校推薦型】公募 出願資格 L&R 425、
L&R+S&W：660

【総合型】課題プレゼン型Ⅰ期 出願資格 L&R 425、
L&R+S&W：660

外国語学科
〔英語コミュニケーション専攻〕

【一般】3月（面接型） 出願資格 L&R 500、
L&R+S&W：735

【学校推薦型】公募 出願資格 L&R 425、
L&R+S&W：660

【総合型】課題プレゼン型Ⅰ期 出願資格 L&R 425、
L&R+S&W：660

外国語学科〔中国語・グローバ
ルコミュニケーション専攻〕

【一般】3月（面接型） 出願資格 L&R 500、
L&R+S&W：735

【学校推薦型】公募 出願資格 L&R 425、
L&R+S&W：660
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千葉 麗澤大学 外国語学部 外国語学科〔中国語・グローバ
ルコミュニケーション専攻〕 【総合型】課題プレゼン型Ⅰ期 出願資格 L&R 425、

L&R+S&W：660

経済学部 経済学科、経営学科 【一般】共テ利用（前期英語4技能
プラス、中期英語4技能プラス）

得点換算［＜共テ＞英語資格
/80点］ L&R+S&W：800

【一般】共テ利用（前期英語4技能
プラス、中期英語4技能プラス）

得点換算［＜共テ＞英語資格
/100点］ L&R+S&W：1000

【一般】3月（1科目型） 出願資格 L&R+S&W：385

【一般】3月（1科目型） 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R+S&W：800

【一般】3月
（共通テストプラス1科目型） 出願資格 L&R+S&W：385

【一般】3月
（共通テストプラス1科目型） 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R+S&W：800

国際学部 国際学科、グローバルビジネス
学科

【一般】共テ利用（前期英語4技能
プラス、中期英語4技能プラス）

得点換算［＜共テ＞英語資格
/80点］ L&R+S&W：800

【一般】共テ利用（前期英語4技能
プラス、中期英語4技能プラス）

得点換算［＜共テ＞英語資格
/100点］ L&R+S&W：1000

【一般】3月（1科目型） 出願資格 L&R+S&W：385

【一般】3月（1科目型） 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R+S&W：800

【一般】3月
（共通テストプラス1科目型） 出願資格 L&R+S&W：385

【一般】3月
（共通テストプラス1科目型） 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R+S&W：800

【一般】3月（面接型） 出願資格 L&R 500、
L&R+S&W：720

【総合型】課題プレゼン型Ⅱ期 出願資格 L&R 350、
L&R+S&W：585

和洋女子大学 家政学部 服飾造形学科、健康栄養学科、
家政福祉学科

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/65点］ L&R+S&W：625

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：1150

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

看護学部 看護学科 【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/65点］ L&R+S&W：625

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：1150

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

国際学部 英語コミュニケーション学科、
国際学科

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/65点］ L&R+S&W：625

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：1150

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

人文学部 日本文学文化学科、心理学科、
こども発達学科

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/65点］ L&R+S&W：625

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R+S&W：1150

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

神奈川 神奈川工科大学 応用バイオ科学部 応用バイオ科学科 【学校推薦型】一般公募制 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

【学校推薦型】
専門高校対象公募制 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】
レクチャー・レポート方式 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】高大接続方式 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】適性評価方式 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

健康医療科学部 看護学科 【学校推薦型】一般公募制 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】適性評価方式 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

管理栄養学科 【学校推薦型】一般公募制 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】
レクチャー・レポート方式 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】適性評価方式 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

臨床工学科 【学校推薦型】一般公募制 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

【学校推薦型】
専門高校対象公募制 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】
レクチャー・レポート方式 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】適性評価方式 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

工学部 応用化学科 【学校推薦型】一般公募制 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

【学校推薦型】
専門高校対象公募制 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1
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神奈川 神奈川工科大学 工学部 応用化学科 【総合型】
レクチャー・レポート方式 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】高大接続方式 出願資格、判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】高大接続方式 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】適性評価方式 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

機械工学科〔機械工学コース〕【学校推薦型】一般公募制 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

【学校推薦型】
専門高校対象公募制 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】
レクチャー・レポート方式 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】高大接続方式 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】適性評価方式 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

機械工学科〔航空宇宙学コース〕【学校推薦型】一般公募制 出願資格 L&R＋S&W：CEFR A2

【学校推薦型】一般公募制 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

【学校推薦型】
専門高校対象公募制 出願資格 L&R＋S&W：CEFR A2

【学校推薦型】
専門高校対象公募制 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】研究室志向評価方式 出願資格 L&R＋S&W：CEFR A2

【総合型】高大接続方式 判定優遇・合否参考 L&R＋S&W：CEFR A2

【総合型】高大接続方式 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】専願1科目方式 出願資格 L&R＋S&W：CEFR A2

【総合型】適性評価方式 出願資格 L&R＋S&W：CEFR A2

【総合型】適性評価方式 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】併願2科目方式 出願資格 L&R＋S&W：CEFR A2

電気電子情報工学科 【学校推薦型】一般公募制 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

【学校推薦型】
専門高校対象公募制 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】
レクチャー・レポート方式 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】高大接続方式 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】適性評価方式 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

情報学部 情報ネットワーク・コミュニケー
ション学科

【総合型】
レクチャー・レポート方式 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】高大接続方式 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】適性評価方式 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

情報メディア学科 【総合型】高大接続方式 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】適性評価方式 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

情報工学科 【総合型】
レクチャー・レポート方式 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】高大接続方式 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】適性評価方式 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

情報工学科、情報ネットワーク・
コミュニケーション学科、情報
メディア学科

【学校推薦型】一般公募制 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

【学校推薦型】
専門高校対象公募制 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

創造工学部 ホームエレクトロニクス開発学科 【総合型】高大接続方式 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】適性評価方式 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

ロボット・メカトロニクス学科 【総合型】高大接続方式 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】適性評価方式 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

自動車システム開発工学科 【総合型】高大接続方式 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】適性評価方式 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

自動車システム開発工学科、
ロボット・メカトロニクス学科、
ホームエレクトロニクス開発学科

【学校推薦型】一般公募制 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

【学校推薦型】
専門高校対象公募制 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】
レクチャー・レポート方式 加点［書類審査］ L&R＋S&W：CEFR B1

神奈川大学 外国語学部 スペイン語学科 【学校推薦型】
英語検定有資格者 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 500、

L&R+S&W：700
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神奈川 神奈川大学 外国語学部 英語英文学科〔GECプログラム〕【学校推薦型】
英語プレゼンテーション課題 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

（L&R550､S&W240）

英語英文学科〔IESプログラム〕 【学校推薦型】
英語検定有資格者 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 500、

L&R+S&W：700

経営学部 国際経営学科 【学校推薦型】
プログラム部門IBCプログラム 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 500

国際日本学部 国際文化交流学科 【学校推薦型】英語能力部門 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 500、
L&R+S&W：700

人間科学部 人間科学科 【学校推薦型】資格部門
英語関連 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 500、

L&R+S&W：700

関東学院大学 栄養学部 管理栄養学科 【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

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

【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

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

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

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

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

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

【総合型】資格型 出願資格、得点換算
［資格取得証明書/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【総合型】資格型 得点換算［資格取得証明書
/80点］ L&R+S&W：1150 ※3

【総合型】資格型 得点換算［資格取得証明書
/100点］ L&R+S&W：1560 ※3

看護学部 看護学科 【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

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

【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

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

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

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

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

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

教育学部 こども発達学科 【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

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

【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

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

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

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

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

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

【総合型】資格型 得点換算［資格取得証明書
/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【総合型】資格型 得点換算［資格取得証明書
/80点］ L&R+S&W：1150 ※3

【総合型】資格型 得点換算［資格取得証明書
/100点］ L&R+S&W：1560 ※3

経営学部 経営学科 【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

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

【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

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

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

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

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

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

【総合型】資格型 得点換算［資格取得証明書
/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【総合型】資格型 得点換算［資格取得証明書
/80点］ L&R+S&W：1150 ※3

【総合型】資格型 得点換算［資格取得証明書
/100点］ L&R+S&W：1560 ※3

経済学部 経済学科 【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

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

【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

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

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/80点］ L&R+S&W：1150 ※3
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神奈川 関東学院大学 経済学部 経済学科 【一般】後期
（英語外部試験利用型）

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

【総合型】資格型 得点換算［資格取得証明書
/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【総合型】資格型 得点換算［資格取得証明書
/80点］ L&R+S&W：1150 ※3

【総合型】資格型 得点換算［資格取得証明書
/100点］ L&R+S&W：1560 ※3

建築・環境学部 建築・環境学科 【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

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

【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

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

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

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

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

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

【総合型】資格型 出願資格、得点換算
［資格取得証明書/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【総合型】資格型 得点換算［資格取得証明書
/80点］ L&R+S&W：1150 ※3

【総合型】資格型 得点換算［資格取得証明書
/100点］ L&R+S&W：1560 ※3

国際文化学部 英語文化学科、比較文化学科 【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

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

【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

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

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

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

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

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

【総合型】資格型 得点換算［資格取得証明書
/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【総合型】資格型 得点換算［資格取得証明書
/80点］ L&R+S&W：1150 ※3

【総合型】資格型 得点換算［資格取得証明書
/100点］ L&R+S&W：1560 ※3

社会学部 現代社会学科 【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

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

【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

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

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

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

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

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

【総合型】資格型 得点換算［資格取得証明書
/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【総合型】資格型 得点換算［資格取得証明書
/80点］ L&R+S&W：1150 ※3

【総合型】資格型 得点換算［資格取得証明書
/100点］ L&R+S&W：1560 ※3

人間共生学部 コミュニケーション学科 【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

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

【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

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

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

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

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

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

【総合型】資格型 得点換算［資格取得証明書
/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【総合型】資格型 得点換算［資格取得証明書
/80点］ L&R+S&W：1150 ※3

【総合型】資格型 得点換算［資格取得証明書
/100点］ L&R+S&W：1560 ※3

共生デザイン学科 【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

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

【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/100点］ L&R+S&W：1560 ※3
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神奈川 関東学院大学 人間共生学部 共生デザイン学科 【一般】後期
（英語外部試験利用型）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

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

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

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

【総合型】資格型 得点換算［資格取得証明書
/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【総合型】資格型 得点換算［資格取得証明書
/80点］ L&R+S&W：1150 ※3

【総合型】資格型 得点換算［資格取得証明書
/100点］ L&R+S&W：1560 ※3

法学部 法学科、地域創生学科 【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】前期3科
目（英語外部試験利用型）

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

【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

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

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

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

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

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

【総合型】資格型 得点換算［資格取得証明書
/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【総合型】資格型 得点換算［資格取得証明書
/80点］ L&R+S&W：1150 ※3

【総合型】資格型 得点換算［資格取得証明書
/100点］ L&R+S&W：1560 ※3

理工学部 理工学科 【総合型】資格型 出願資格、得点換算、加点
［資格取得証明書/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【総合型】資格型 得点換算、加点
［資格取得証明書/80点］ L&R+S&W：1150 ※3

【総合型】資格型 得点換算、加点
［資格取得証明書/100点］ L&R+S&W：1560 ※3

理工学科〔応用化学コース〕 【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

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

【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

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

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

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

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

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

理工学科〔健康・スポーツ計測
コース〕

【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

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

【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

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

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

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

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

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

理工学科〔情報ネット・メディア
コース〕

【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

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

【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

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

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

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

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

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

理工学科〔数理・物理コース〕【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

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

【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

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

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

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

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

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

理工学科〔生命科学コース〕 【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/60点］ L&R+S&W：625 ※3
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神奈川 関東学院大学 理工学部 理工学科〔生命科学コース〕 【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

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

【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

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

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

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

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

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

理工学科〔先進機械コース〕 【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

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

【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

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

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

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

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

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

理工学科〔電気・電子コース〕【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

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

【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

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

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

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

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

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

理工学科〔土木・都市防災
コース〕

【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

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

【一般】前期3科目
（英語外部試験利用型）

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

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/60点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

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

【一般】後期
（英語外部試験利用型）

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

松蔭大学 コミュニケーション文化
学部

異文化コミュニケーション学科、
日本文化コミュニケーション学
科、生活心理学科、子ども学科

【総合型】総合型 出願資格 ※2

観光メディア文化学部 メディア情報文化学科 【総合型】総合型 出願資格 ※2

観光文化学科 【総合型】総合型 出願資格 ※2

経営文化学部 ビジネスマネジメント学科、経営
法学科 【総合型】総合型 出願資格 ※2

鶴見大学 文学部 ドキュメンテーション学科 【学校推薦型】一般公募 出願資格 ※2

英語英米文学科 【学校推薦型】一般公募 出願資格 ※2

日本文学科 【学校推薦型】一般公募 出願資格 ※2

文化財学科 【学校推薦型】一般公募 出願資格 ※2

桐蔭横浜大学 スポーツ健康政策学部 スポーツ教育学科、スポーツ
テクノロジー学科、スポーツ
健康政策学科

【学校推薦型】公募推薦
（専願制） 出願資格、判定優遇・合否参考 ※2

東洋英和女学院大学 国際社会学部 国際社会学科、国際コミュニ
ケーション学科 【総合型】英語4技能型 出願資格 L&R+S&W：1150

（L&R550､S&W240）※3

人間科学部 人間科学科、保育子ども学科 【総合型】英語4技能型 出願資格 L&R+S&W：1150
（L&R550､S&W240）※3

横浜美術大学 美術学部 美術・デザイン学科 【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 ※2

山梨 山梨英和大学 人間文化学部 人間文化学科 【総合型】資格技能型 得点換算［資格評価/60点］ L&R 550

【総合型】資格技能型 得点換算［資格評価/80点］ L&R 740

山梨学院大学 経営学部 経営学科 【総合型】Ⅰ期、Ⅱ期 判定優遇・合否参考 ※2

国際リベラルアーツ学部 国際リベラルアーツ学科 【学校推薦型】公募推薦 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】Ⅰ期、Ⅱ期 判定優遇・合否参考 ※2

法学部 法学科 【総合型】Ⅰ期、Ⅱ期 判定優遇・合否参考 ※2

長野 松本歯科大学 歯学部 歯学科 【一般】一般（I、II） 判定優遇・合否参考 ※1
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長野 松本歯科大学 歯学部 歯学科 【一般】一般（Ⅲ） 判定優遇・合否参考 ※1

【一般】共テ（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ） 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】Ⅰ期、Ⅱ期 判定優遇・合否参考 ※1

新潟 新潟国際情報大学 経営情報学部 経営学科、情報システム学科 【学校推薦型】公募制
（資格・検定重視型） 出願資格 L&R 500

国際学部 国際文化学科 【学校推薦型】公募制
（資格・検定重視型） 出願資格 L&R 500

新潟薬科大学 応用生命科学部 応用生命科学科 【一般】Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期 得点換算［＜個別＞英語試験
/50%］ L&R 280

【一般】Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期 得点換算［＜個別＞英語試験
/75%］ L&R 550

【学校推薦型】一般公募制 得点換算［＜個別＞英語/50%］ L&R 280

【学校推薦型】一般公募制 得点換算［＜個別＞英語/75%］ L&R 550

【学校推薦型】高大連携講座 得点換算［＜個別＞英語/50%］ L&R 280

【学校推薦型】高大連携講座 得点換算［＜個別＞英語/75%］ L&R 550

【総合型】一般 得点換算［＜個別＞英語/50%］ L&R 280

【総合型】一般 得点換算［＜個別＞英語/75%］ L&R 550

生命産業創造学科 【一般】Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期 得点換算［＜個別＞英語試験
/50%］ L&R 280

【一般】Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期 得点換算［＜個別＞英語試験
/75%］ L&R 550

【学校推薦型】一般公募制 得点換算［＜個別＞英語/50%］ L&R 280

【学校推薦型】一般公募制 得点換算［＜個別＞英語/75%］ L&R 550

【学校推薦型】高大連携講座 得点換算［＜個別＞英語/50%］ L&R 280

【学校推薦型】高大連携講座 得点換算［＜個別＞英語/75%］ L&R 550

【総合型】一般 得点換算［＜個別＞英語/50%］ L&R 280

【総合型】一般 得点換算［＜個別＞英語/75%］ L&R 550

長岡大学 経済経営学部 経済経営学科 【学校推薦型】学校推薦型 出願資格 L&R 445


