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福岡 九州産業大学 経済学部 経済学科 【総合型】実践型（資格型） 出願資格 L&R 470、Bridge 150

【総合型】実践型（資格型） 加点［＜資格審査＞取得資格］ L&R 470、Bridge 150

芸術学部 芸術表現学科、写真・映像メディ
ア学科、ビジュアルデザイン学科、
生活環境デザイン学科、ソーシャ
ルデザイン学科

【総合型】実践型（資格型） 出願資格 L&R 470、Bridge 150

【総合型】実践型（資格型） 加点［＜資格審査＞取得資格］ L&R 470、Bridge 150

建築都市工学部 建築学科、住居・インテリア学科、
都市デザイン工学科

【総合型】実践型（資格型） 出願資格 L&R 470、Bridge 150

【総合型】実践型（資格型） 加点［＜資格審査＞取得資格］ L&R 470、Bridge 150

国際文化学部 国際文化学科 【総合型】実践型（課題解決型）出願資格 L&R 225

国際文化学科、日本文化学科 【総合型】実践型（資格型） 出願資格 L&R 470、Bridge 150

【総合型】実践型（資格型） 加点［＜資格審査＞取得資格］ L&R 470、Bridge 150

商学部 経営・流通学科 【総合型】実践型（資格型） 出願資格 L&R 470、Bridge 150

【総合型】実践型（資格型） 加点［＜資格審査＞取得資格］ L&R 470、Bridge 150

生命科学部 生命科学科 【総合型】実践型（資格型） 出願資格 L&R 470、Bridge 150

【総合型】実践型（資格型） 加点［＜資格審査＞取得資格］ L&R 470、Bridge 150

地域共創学部 観光学科、地域づくり学科 【総合型】実践型（資格型） 出願資格 L&R 470、Bridge 150

【総合型】実践型（資格型） 加点［＜資格審査＞取得資格］ L&R 470、Bridge 150

人間科学部 臨床心理学科、子ども教育学科、
スポーツ健康科学科

【総合型】実践型（資格型） 出願資格 L&R 470、Bridge 150

【総合型】実践型（資格型） 加点［＜資格審査＞取得資格］ L&R 470、Bridge 150

理工学部 情報科学科、機械工学科、電気
工学科

【総合型】実践型（資格型） 出願資格 L&R 470、Bridge 150

【総合型】実践型（資格型） 加点［＜資格審査＞取得資格］ L&R 470、Bridge 150

西南学院大学 外国語学部 外国語学科 【一般】英語4技能利用型 出願資格 L&R+S&W：790（L&R550〈L275､
R225〉､S&W240〈S130､W110〉）

【一般】英語4技能利用型 加点［＜個別＞総合点/30点］ L&R+S&W：1095（L&R785〈L375、
R325〉、S&W310〈S160、W140〉）

【一般】英語4技能利用型 加点［＜個別＞総合点/60点］ L&R+S&W：1305
（L&R945､S&W360）

【一般】共テ利用前 得点換算［＜共テ＞英語/満点］L&R+S&W：
L&R785､S&W310

【一般】共テ利用後 得点換算［＜共テ＞英語/満点］L&R+S&W：
L&R785､S&W310

経済学部 経済学科 【一般】英語4技能利用型 出願資格 L&R+S&W：790（L&R550〈L275､
R225〉､S&W240〈S130､W110〉）

【一般】英語4技能利用型 加点［＜個別＞総合点/30点］ L&R+S&W：1095（L&R785〈L375、
R325〉、S&W310〈S160、W140〉）

【一般】英語4技能利用型 加点［＜個別＞総合点/60点］ L&R+S&W：1305
（L&R945､S&W360）

経済学科、国際経済学科 【一般】共テ利用前 得点換算［＜共テ＞英語/満点］L&R+S&W：
L&R785､ S&W310

【一般】共テ利用後 得点換算［＜共テ＞英語/満点］L&R+S&W：
L&R785､S&W310

国際経済学科 【一般】英語4技能利用型 出願資格 L&R+S&W：790（L&R550〈L275､
R225〉､S&W240〈S130､W110〉）

【一般】英語4技能利用型 加点［＜個別＞総合点/40点］ L&R+S&W：1095（L&R785〈L375、
R325〉、S&W310〈S160、W140〉）

【一般】英語4技能利用型 加点［＜個別＞総合点/80点］ L&R+S&W：1305
（L&R945､S&W360）

国際文化学部 国際文化学科 【一般】共テ利用前 得点換算［＜共テ＞英語/満点］L&R+S&W：
L&R785､ S&W310

【一般】共テ利用後 得点換算［＜共テ＞英語/満点］L&R+S&W：
L&R785､ S&W310

商学部 商学科、経営学科 【一般】英語4技能利用型 出願資格 L&R+S&W：790（L&R550〈L275､
R225〉､S&W240〈S130､W110〉）

【一般】英語4技能利用型 加点［＜個別＞総合点/40点］ L&R+S&W：1095（L&R785〈L375、
R325〉、S&W310〈S160、W140〉）

【一般】英語4技能利用型 加点［＜個別＞総合点/80点］ L&R+S&W：1305
（L&R945､S&W360）

【一般】共テ利用前 得点換算［＜共テ＞英語/満点］L&R+S&W：
L&R785､S&W310

【一般】共テ利用後 得点換算［＜共テ＞英語/満点］L&R+S&W：
L&R785､S&W310

【総合型】英語4技能重視型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

神学部 神学科 【一般】英語4技能利用型 出願資格 L&R+S&W：790（L&R550〈L275､
R225〉､S&W240〈S130､W110〉）

【一般】英語4技能利用型 加点［＜個別＞総合点/30点］ L&R+S&W：1095（L&R785〈L375、
R325〉、S&W310〈S160、W140〉）

【一般】英語4技能利用型 加点［＜個別＞総合点/60点］ L&R+S&W：1305
（L&R945､S&W360）

〔Ⅱ-7〕 私立大学 ＜九州・沖縄＞
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福岡 西南学院大学 人間科学部 児童教育学科 【一般】英語4技能利用型 出願資格 L&R+S&W：790（L&R550〈L275、
R225〉、S&W240〈S130、W110〉）

【一般】英語4技能利用型 加点［＜個別＞総合点/30点］ L&R+S&W：1095（L&R785〈L375、
R325〉、S&W310〈S160、W140〉）

【一般】英語4技能利用型 加点［＜個別＞総合点/60点］ L&R+S&W：1305
（L&R945､S&W360）

児童教育学科、社会福祉学科、
心理学科

【一般】共テ利用前 得点換算［＜共テ＞英語/満点］L&R+S&W：
L&R785､S&W310

【一般】共テ利用後 得点換算［＜共テ＞英語/満点］L&R+S&W：
L&R785､S&W310

社会福祉学科 【一般】英語4技能利用型 出願資格 L&R+S&W：790（L&R550〈L275、
R225〉、S&W240〈S130、W110〉）

【一般】英語4技能利用型 加点［＜個別＞総合点/30点］ L&R+S&W：1095（L&R785〈L375、
R325〉、S&W310〈S160、W140〉）

【一般】英語4技能利用型 加点［＜個別＞総合点/60点］ L&R+S&W：1305
（L&R945､S&W360）

心理学科 【一般】英語4技能利用型 出願資格 L&R+S&W：790（L&R550〈L275、
R225〉、S&W240〈S130、W110〉）

【一般】英語4技能利用型 加点［＜個別＞総合点/20点］ L&R+S&W：1095（L&R785〈L375、
R325〉、S&W310〈S160、W140〉）

【一般】英語4技能利用型 加点［＜個別＞総合点/40点］ L&R+S&W：1305
（L&R945､S&W360）

法学部 国際関係法学科 【総合型】総合型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

法律学科、国際関係法学科 【一般】英語4技能利用型 出願資格 L&R+S&W：790（L&R550〈L275、
R225〉、S&W240〈S130、W110〉）

【一般】英語4技能利用型 加点［＜個別＞総合点/30点］ L&R+S&W：1095（L&R785〈L375、
R325〉、S&W310〈S160、W140〉）

【一般】英語4技能利用型 加点［＜個別＞総合点/60点］ L&R+S&W：1305
（L&R945､S&W360）

【一般】共テ利用前 得点換算［＜共テ＞英語/満点］L&R+S&W：
L&R785､S&W310

【一般】共テ利用後 得点換算［＜共テ＞英語/満点］L&R+S&W：
L&R785､S&W310

西南女学院大学 人文学部 英語学科 【学校推薦型】
キリスト教信者推薦 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 400

【学校推薦型】公募推薦 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 400

【学校推薦型】
卒業生子女推薦 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 400

英語学科、観光文化学科 【一般】前 得点換算
［＜個別＞外国語/80点］ L&R 400

【一般】前 得点換算
［＜個別＞外国語/90点］ L&R 500

【一般】後 得点換算
［＜個別＞外国語/80点］ L&R 400

【一般】後 得点換算
［＜個別＞外国語/90点］ L&R 500

【総合型】A方式 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 400

筑紫女学園大学 現代社会学部 現代社会学科 【一般】一般前ＡⅠ、後ＡⅠ 加点［総点/3点］ ※2

【一般】一般前ＡⅠ、後ＡⅠ 加点［総点/10点］ ※2

【一般】一般前ＡⅡ、後ＡⅡ 加点［＜個別＞総点/3点］ ※2

【一般】一般前ＡⅡ、後ＡⅡ 加点［＜個別＞総点/10点］ ※2

【一般】一般Ｂ前、中、後 加点［＜共テ＞総点/3点］ ※2

【一般】一般Ｂ前、中、後 加点［＜共テ＞総点/10点］ ※2

【総合型】自己推薦（1期、2期） 出願資格 ※2

【総合型】自己推薦（1期、2期） 加点［検定等の結果］ L&R 400 ＋※2

人間科学部 人間科学科 【一般】一般前ＡⅠ、後ＡⅠ 加点［総点/3点］ ※2

【一般】一般前ＡⅠ、後ＡⅠ 加点［総点/10点］ ※2

【一般】一般前ＡⅡ、後ＡⅡ 加点［＜個別＞総点/3点］ ※2

【一般】一般前ＡⅡ、後ＡⅡ 加点［＜個別＞総点/10点］ ※2

【一般】一般Ｂ前、中、後 加点［＜共テ＞総点/3点］ ※2

【一般】一般Ｂ前、中、後 加点［＜共テ＞総点/10点］ ※2

【総合型】自己推薦（1期、2期） 出願資格 ※2

文学部 アジア文化学科 【総合型】自己推薦（1期、2期） 出願資格 ※2

【総合型】自己推薦（1期、2期） 加点［検定等の結果］ L&R 400 ＋※2

英語学科 【総合型】自己推薦（1期、2期） 出願資格 ※2



211

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

福岡 筑紫女学園大学 文学部 英語学科 【総合型】自己推薦（1期、2期） 加点［検定等の結果］ L&R 400 ＋※2

日本語・日本文学科 【総合型】自己推薦（1期、2期） 出願資格 ※2

日本語・日本文学科、英語学科、
アジア文化学科

【一般】一般前ＡⅠ、後ＡⅠ 加点［総点/3点］ ※2

【一般】一般前ＡⅠ、後ＡⅠ 加点［総点/10点］ ※2

【一般】一般前ＡⅡ、後ＡⅡ 加点［＜個別＞総点/3点］ ※2

【一般】一般前ＡⅡ、後ＡⅡ 加点［＜個別＞総点/10点］ ※2

【一般】一般Ｂ前、中、後 加点［＜共テ＞総点/3点］ ※2

【一般】一般Ｂ前、中、後 加点［＜共テ＞総点/10点］ ※2

中村学園大学 栄養科学部 栄養科学科、フード・マネジメント
学科

【一般】共テ利用前、後 加点［＜共テ＞英語/10点］ L&R+S&W：1150

【一般】共テ利用前、後 加点［＜共テ＞英語/30点］ L&R+S&W：1560

【学校推薦型】公募制 加点［＜書類審査＞調査書］ L&R 500

教育学部 児童幼児教育学科 【一般】共テ利用前、後 加点［＜共テ＞英語/10点］ L&R+S&W：1150

【一般】共テ利用前、後 加点［＜共テ＞英語/30点］ L&R+S&W：1560

【学校推薦型】公募制 加点［＜書類審査＞調査書］ ※2

流通科学部 流通科学科 【一般】グローバル人材育成 出願資格 L&R+S&W：1150 ※3

【一般】共テ利用前、後 加点［＜共テ＞英語/10点］ L&R+S&W：1150

【一般】共テ利用前、後 加点［＜共テ＞英語/30点］ L&R+S&W：1560

【学校推薦型】公募制 加点［＜書類審査＞調査書］ L&R 500

福岡工業大学 工学部 生命環境化学科 【総合型】スペシャルスキル
（有資格者） 出願資格、得点換算［資格点］ L&R 450

【総合型】スペシャルスキル
（有資格者） 得点換算［資格点］ L&R 500

電気工学科 【総合型】スペシャルスキル
（有資格者） 出願資格、得点換算［資格点］ L&R 450

【総合型】スペシャルスキル
（有資格者） 得点換算［資格点］ L&R 500

電子情報工学科 【総合型】スペシャルスキル
（有資格者） 出願資格、得点換算［資格点］ L&R 450

【総合型】スペシャルスキル
（有資格者） 得点換算［資格点］ L&R 500

社会環境学部 社会環境学科 【総合型】スペシャルスキル
（有資格者） 出願資格、得点換算［資格点］ L&R 450

【総合型】スペシャルスキル
（有資格者） 得点換算［資格点］ L&R 500

情報工学部 システムマネジメント学科 【総合型】スペシャルスキル
（有資格者） 出願資格、得点換算［資格点］ L&R 450

【総合型】スペシャルスキル
（有資格者） 得点換算［資格点］ L&R 500

情報システム工学科 【総合型】スペシャルスキル
（有資格者） 出願資格、得点換算［資格点］ L&R 450

【総合型】スペシャルスキル
（有資格者） 得点換算［資格点］ L&R 500

福岡女学院大学 国際キャリア学部 国際英語学科、国際キャリア
学科

【一般】＜前期＞A 得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/65点］ L&R+S&W：385

【一般】＜前期＞A 得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/75点］ L&R+S&W：790

【一般】＜前期＞A 得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/85点］ L&R+S&W：1095

【一般】＜前期＞A 得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/100点］ L&R+S&W：1305

【一般】＜前期＞A
（共通テストプラス）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/65点］ L&R+S&W：385

【一般】＜前期＞A
（共通テストプラス）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/75点］ L&R+S&W：790

【一般】＜前期＞A
（共通テストプラス）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/85点］ L&R+S&W：1095

【一般】＜前期＞A
（共通テストプラス）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/100点］ L&R+S&W：1305

【学校推薦型】公募推薦 出願資格 L&R 450、
L&R+S&W：385

【学校推薦型】公募推薦 試験免除［＜個別＞小論文］ L&R 500、
L&R+S&W：790

【総合型】総合（Ⅰ期） 出願資格 L&R 500、
L&R+S&W：790

人文学部 言語芸術学科 【総合型】総合（Ⅰ期） 出願資格 L&R 450、
L&R+S&W：385

現代文化学科、言語芸術学科、
メディア・コミュニケーション学科

【一般】＜前期＞A 得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/65点］ L&R+S&W：385

【一般】＜前期＞A 得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/75点］ L&R+S&W：790
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福岡 福岡女学院大学 人文学部 現代文化学科、言語芸術学科、
メディア・コミュニケーション学科

【一般】＜前期＞A 得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/85点］ L&R+S&W：1095

【一般】＜前期＞A 得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/100点］ L&R+S&W：1305

【一般】＜前期＞A
（共通テストプラス）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/65点］ L&R+S&W：385

【一般】＜前期＞A
（共通テストプラス）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/75点］ L&R+S&W：790

【一般】＜前期＞A
（共通テストプラス）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/85点］ L&R+S&W：1095

【一般】＜前期＞A
（共通テストプラス）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/100点］ L&R+S&W：1305

人間関係学部 心理学科、子ども発達学科 【一般】＜前期＞A 得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/65点］ L&R+S&W：385

【一般】＜前期＞A 得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/75点］ L&R+S&W：790

【一般】＜前期＞A 得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/85点］ L&R+S&W：1095

【一般】＜前期＞A 得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/100点］ L&R+S&W：1305

【一般】＜前期＞A
（共通テストプラス）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/65点］ L&R+S&W：385

【一般】＜前期＞A
（共通テストプラス）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/75点］ L&R+S&W：790

【一般】＜前期＞A
（共通テストプラス）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/85点］ L&R+S&W：1095

【一般】＜前期＞A
（共通テストプラス）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/100点］ L&R+S&W：1305

福岡大学 商学部（第一部） 商学科、経営学科、貿易学科 【総合型】総合型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 520

商学部（第二部） 商学科 【総合型】総合型
＜会計専門職プログラム＞ 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 520

【総合型】総合型
＜会計専門職プログラム以外＞ 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 520

佐賀 西九州大学 リハビリテーション学部 リハビリテーション学科 【学校推薦型】学校長Ⅰ期、Ⅱ期 判定優遇・合否参考 L&R 300 ＋※2

【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 ※1

看護学部 看護学科 【学校推薦型】学校長Ⅰ期、Ⅱ期 判定優遇・合否参考 L&R 400

健康栄養学部 健康栄養学科 【学校推薦型】学校長Ⅰ期、Ⅱ期 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 ※1

健康福祉学部 スポーツ健康福祉学科 【学校推薦型】学校長Ⅰ期、Ⅱ期 判定優遇・合否参考 L&R 400

社会福祉学科 【学校推薦型】学校長Ⅰ期、Ⅱ期 判定優遇・合否参考 L&R 400

社会福祉学科、スポーツ健康
福祉学科 【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 ※1

子ども学部 子ども学科 【学校推薦型】学校長Ⅰ期、Ⅱ期 判定優遇・合否参考 L&R 400

子ども学科、心理カウンセリング
学科 【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 ※1

心理カウンセリング学科 【学校推薦型】学校長Ⅰ期、Ⅱ期 判定優遇・合否参考 L&R 400

長崎 活水女子大学 国際文化学部 英語学科 【一般】特待生 出願資格 L&R 620 ＋※1

【一般】特待生 出願資格 L&R 700 ＋※1

長崎外国語大学 外国語学部 現代英語学科、国際コミュニ
ケーション学科

【一般】一般（A）2科目方式、
スカラシップ

加点［＜個別＞外国語（英語）
/5点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】一般（A）2科目方式、
スカラシップ

加点［＜個別＞外国語（英語）
/20点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】一般（A）3科目方式、
スカラシップ

加点［＜個別＞外国語（英語）
/5点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】一般（A）3科目方式、
スカラシップ

加点［＜個別＞外国語（英語）
/20点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】一般（B） 加点［＜個別＞外国語（英語）
/5点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】一般（B） 加点［＜個別＞外国語（英語）
/20点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】共テ利用（全日程） 加点［＜共テ＞外国語/5点］ L&R+S&W：1150 ※3

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

【学校推薦型】一般公募制 判定優遇・合否参考 ※1

【学校推薦型】専門高校 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】AO 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】自己 判定優遇・合否参考 ※1
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長崎 長崎国際大学 健康管理学部 健康栄養学科 【一般】A 加点［＜個別＞外国語/5点］ L&R+S&W：320 ※3

【一般】A 加点［＜個別＞外国語/10点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】A 加点［＜個別＞外国語/15点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】A 加点［＜個別＞外国語/20点］ L&R+S&W：1845 ※3

人間社会学部 国際観光学科 【学校推薦型】英語資格A、B 出願資格 L&R+S&W：625

【総合型】英語資格型 出願資格 L&R+S&W：625

国際観光学科、社会福祉学科 【一般】A 加点［＜個別＞外国語/5点］ L&R+S&W：320 ※3

【一般】A 加点［＜個別＞外国語/10点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】A 加点［＜個別＞外国語/15点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】A 加点［＜個別＞外国語/20点］ L&R+S&W：1845 ※3

【一般】B 加点［＜個別＞外国語/5点］ L&R+S&W：320 ※3

【一般】B 加点［＜個別＞外国語/10点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】B 加点［＜個別＞外国語/15点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】B 加点［＜個別＞外国語/20点］ L&R+S&W：1845 ※3

薬学部 薬学科 【一般】A 加点［＜個別＞外国語/5点］ L&R+S&W：625 ※3

【一般】A 加点［＜個別＞外国語/10点］ L&R+S&W：1150 ※3

【一般】A 加点［＜個別＞外国語/15点］ L&R+S&W：1560 ※3

【総合型】英語資格型Ⅰ 出願資格、加点
［＜個別＞基礎学力検査/5点］ L&R+S&W：625 ※3

【総合型】英語資格型Ⅰ 加点［＜個別＞基礎学力検査
/10点］ L&R+S&W：1150 ※3

【総合型】英語資格型Ⅰ 加点［＜個別＞基礎学力検査
/15点］ L&R+S&W：1560 ※3

【総合型】英語資格型Ⅱ 出願資格、加点
［＜個別＞基礎学力検査/5点］ L&R+S&W：625 ※3

【総合型】英語資格型Ⅱ 加点［＜個別＞基礎学力検査
/10点］ L&R+S&W：1150 ※3

【総合型】英語資格型Ⅱ 加点［＜個別＞基礎学力検査
/15点］ L&R+S&W：1560 ※3

【総合型】自己推薦Ⅰ 加点［＜個別＞基礎学力検査
/5点］ L&R+S&W：625 ※3

【総合型】自己推薦Ⅰ 加点［＜個別＞基礎学力検査
/10点］ L&R+S&W：1150 ※3

【総合型】自己推薦Ⅰ 加点［＜個別＞基礎学力検査
/15点］ L&R+S&W：1560 ※3

【総合型】自己推薦Ⅱ 加点［＜個別＞基礎学力検査
/5点］ L&R+S&W：625 ※3

【総合型】自己推薦Ⅱ 加点［＜個別＞基礎学力検査
/10点］ L&R+S&W：1150 ※3

【総合型】自己推薦Ⅱ 加点［＜個別＞基礎学力検査
/15点］ L&R+S&W：1560 ※3

長崎純心大学 人文学部 文化コミュニケーション学科、地域包
括支援学科、こども教育保育学科 【総合型】AO 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 500、

Bridge 150 ＋※2

熊本 熊本学園大学 外国語学部 英米学科 【一般】前 加点［＜個別＞英語/5点］ L&R+S&W：1150

【一般】前 加点［＜個別＞英語/15点］ L&R+S&W：1560

【一般】後 加点［＜個別＞英語/5点］ L&R+S&W：1150

【一般】後 加点［＜個別＞英語/15点］ L&R+S&W：1560

【総合型】第1回 出願資格 L&R 400

東アジア学科 【一般】前 加点［＜個別＞英語/5点］ L&R+S&W：1150

【一般】前 加点［＜個別＞英語/15点］ L&R+S&W：1560

【一般】後 加点［＜個別＞英語/5点］ L&R+S&W：1150

【一般】後 加点［＜個別＞英語/15点］ L&R+S&W：1560

経済学部 経済学科、リーガルエコノミクス
学科

【一般】前 加点［＜個別＞英語/5点］ L&R+S&W：1150

【一般】前 加点［＜個別＞英語/15点］ L&R+S&W：1560

【一般】後 加点［＜個別＞英語/5点］ L&R+S&W：1150

【一般】後 加点［＜個別＞英語/15点］ L&R+S&W：1560

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



214

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

熊本 熊本学園大学 経済学部 経済学科、リーガルエコノミクス
学科

【総合型】第1回 出願資格 ※2

【総合型】第2回 出願資格 ※2

社会福祉学部 子ども家庭福祉学科 【総合型】第2回 出願資格 ※2

社会福祉学部（第一部） 社会福祉学科、福祉環境学
科、子ども家庭福祉学科、ライ
フ・ウェルネス学科

【一般】前 加点［＜個別＞英語/5点］ L&R+S&W：1150

【一般】前 加点［＜個別＞英語/15点］ L&R+S&W：1560

【一般】後 加点［＜個別＞英語/5点］ L&R+S&W：1150

【一般】後 加点［＜個別＞英語/15点］ L&R+S&W：1560

商学部 ホスピタリティ・マネジメント学科 【総合型】第2回 出願資格 ※2

商学科 【総合型】第1回 出願資格 ※2

商学科、ホスピタリティ・マネジ
メント学科

【一般】前 加点［＜個別＞英語/5点］ L&R+S&W：1150

【一般】前 加点［＜個別＞英語/15点］ L&R+S&W：1560

【一般】後 加点［＜個別＞英語/5点］ L&R+S&W：1150

【一般】後 加点［＜個別＞英語/15点］ L&R+S&W：1560

熊本保健科学大学 保健科学部 医学検査学科、看護学科、リハ
ビリテーション学科 【一般】一般 加点［志願者調書］ L&R+S&W CEFR B1

崇城大学 工学部 宇宙航空システム工学科
〔航空操縦学専攻〕

【一般】共テ（前） 出願資格 L&R 450

【一般】共テ併用 出願資格 L&R 450

【一般】前、後 出願資格 L&R 450

【総合型】パイロット特別選抜 出願資格 L&R 450

大分 別府大学 国際経営学部 国際経営学科 【一般】一般（A、B） 加点［総得点/5点］ L&R+S&W：435

【一般】一般（A、B） 加点［総得点/10点］ L&R+S&W：800

【一般】一般（A、B） 加点［総得点/15点］ L&R+S&W：1085

【一般】一般（A、B） 加点［総得点/20点］ L&R+S&W：1290

【一般】一般（C、D） 加点［総得点/5点］ L&R+S&W：435

【一般】一般（C、D） 加点［総得点/10点］ L&R+S&W：800

【一般】一般（C、D） 加点［総得点/15点］ L&R+S&W：1085

【一般】一般（C、D） 加点［総得点/20点］ L&R+S&W：1290

【一般】共テ（1、2、3） 加点［総得点/5点］ L&R+S&W：435

【一般】共テ（1、2、3） 加点［総得点/10点］ L&R+S&W：800

【一般】共テ（1、2、3） 加点［総得点/15点］ L&R+S&W：1085

【一般】共テ（1、2、3） 加点［総得点/20点］ L&R+S&W：1290

【学校推薦型】
1期、2期、スポーツ・文化 加点［総合点/5点］ L&R+S&W：435

【学校推薦型】
1期、2期、スポーツ・文化 加点［総合点/10点］ L&R+S&W：800

【学校推薦型】
1期、2期、スポーツ・文化 加点［総合点/15点］ L&R+S&W：1085

【学校推薦型】
1期、2期、スポーツ・文化 加点［総合点/20点］ L&R+S&W：1290

【総合型】1期、2期 加点［総合点/5点］ L&R+S&W：435

【総合型】1期、2期 加点［総合点/10点］ L&R+S&W：800

【総合型】1期、2期 加点［総合点/15点］ L&R+S&W：1085

【総合型】1期、2期 加点［総合点/20点］ L&R+S&W：1290

食物栄養科学部 食物栄養学科 【一般】一般（A、B） 加点［総得点/5点］ L&R+S&W：435

【一般】一般（A、B） 加点［総得点/10点］ L&R+S&W：800

【一般】一般（A、B） 加点［総得点/15点］ L&R+S&W：1085

【一般】一般（A、B） 加点［総得点/20点］ L&R+S&W：1290

【一般】一般（C、D） 加点［総得点/5点］ L&R+S&W：435
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大分 別府大学 食物栄養科学部 食物栄養学科 【一般】一般（C、D） 加点［総得点/10点］ L&R+S&W：800

【一般】一般（C、D） 加点［総得点/15点］ L&R+S&W：1085

【一般】一般（C、D） 加点［総得点/20点］ L&R+S&W：1290

【一般】共テ（1、2、3） 加点［総得点/5点］ L&R+S&W：435

【一般】共テ（1、2、3） 加点［総得点/10点］ L&R+S&W：800

【一般】共テ（1、2、3） 加点［総得点/15点］ L&R+S&W：1085

【一般】共テ（1、2、3） 加点［総得点/20点］ L&R+S&W：1290

【学校推薦型】1期、2期 加点［総合点/5点］ L&R+S&W：435

【学校推薦型】1期、2期 加点［総合点/10点］ L&R+S&W：800

【学校推薦型】1期、2期 加点［総合点/15点］ L&R+S&W：1085

【学校推薦型】1期、2期 加点［総合点/20点］ L&R+S&W：1290

食物栄養学科、発酵食品学科 【総合型】1期、2期 加点［総合点/5点］ L&R+S&W：435

【総合型】1期、2期 加点［総合点/10点］ L&R+S&W：800

【総合型】1期、2期 加点［総合点/15点］ L&R+S&W：1085

【総合型】1期、2期 加点［総合点/20点］ L&R+S&W：1290

発酵食品学科 【一般】一般（A、B） 加点［総得点/5点］ L&R+S&W：435

【一般】一般（A、B） 加点［総得点/10点］ L&R+S&W：800

【一般】一般（A、B） 加点［総得点/15点］ L&R+S&W：1085

【一般】一般（A、B） 加点［総得点/20点］ L&R+S&W：1290

【一般】一般（C、D） 加点［総得点/5点］ L&R+S&W：435

【一般】一般（C、D） 加点［総得点/10点］ L&R+S&W：800

【一般】一般（C、D） 加点［総得点/15点］ L&R+S&W：1085

【一般】一般（C、D） 加点［総得点/20点］ L&R+S&W：1290

【一般】共テ（1、2、3） 加点［総得点/5点］ L&R+S&W：435

【一般】共テ（1、2、3） 加点［総得点/10点］ L&R+S&W：800

【一般】共テ（1、2、3） 加点［総得点/15点］ L&R+S&W：1085

【一般】共テ（1、2、3） 加点［総得点/20点］ L&R+S&W：1290

【学校推薦型】
1期、2期、スポーツ・文化 加点［総合点/5点］ L&R+S&W：435

【学校推薦型】
1期、2期、スポーツ・文化 加点［総合点/10点］ L&R+S&W：800

【学校推薦型】
1期、2期、スポーツ・文化 加点［総合点/15点］ L&R+S&W：1085

【学校推薦型】
1期、2期、スポーツ・文化 加点［総合点/20点］ L&R+S&W：1290

文学部 国際言語・文化学科 【一般】一般（A、B） 加点［総得点/5点］ L&R+S&W：435

【一般】一般（A、B） 加点［総得点/10点］ L&R+S&W：800

【一般】一般（A、B） 加点［総得点/15点］ L&R+S&W：1085

【一般】一般（A、B） 加点［総得点/20点］ L&R+S&W：1290

【一般】一般（C、D） 加点［総得点/5点］ L&R+S&W：435

【一般】一般（C、D） 加点［総得点/10点］ L&R+S&W：800

【一般】一般（C、D） 加点［総得点/15点］ L&R+S&W：1085

【一般】一般（C、D） 加点［総得点/20点］ L&R+S&W：1290

【一般】共テ（1、2、3） 加点［総得点/5点］ L&R+S&W：435

【一般】共テ（1、2、3） 加点［総得点/10点］ L&R+S&W：800

【一般】共テ（1、2、3） 加点［総得点/15点］ L&R+S&W：1085

【一般】共テ（1、2、3） 加点［総得点/20点］ L&R+S&W：1290
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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

大分 別府大学 文学部 国際言語・文化学科、史学・
文化財学科、人間関係学科

【学校推薦型】
1期、2期、スポーツ・文化 加点［総合点/5点］ L&R+S&W：435

【学校推薦型】
1期、2期、スポーツ・文化 加点［総合点/10点］ L&R+S&W：800

【学校推薦型】
1期、2期、スポーツ・文化 加点［総合点/15点］ L&R+S&W：1085

【学校推薦型】
1期、2期、スポーツ・文化 加点［総合点/20点］ L&R+S&W：1290

【総合型】1期、2期 加点［総合点/5点］ L&R+S&W：435

【総合型】1期、2期 加点［総合点/10点］ L&R+S&W：800

【総合型】1期、2期 加点［総合点/15点］ L&R+S&W：1085

【総合型】1期、2期 加点［総合点/20点］ L&R+S&W：1290

史学・文化財学科 【一般】一般（A、B） 加点［総得点/5点］ L&R+S&W：435

【一般】一般（A、B） 加点［総得点/10点］ L&R+S&W：800

【一般】一般（A、B） 加点［総得点/15点］ L&R+S&W：1085

【一般】一般（A、B） 加点［総得点/20点］ L&R+S&W：1290

【一般】一般（C、D） 加点［総得点/5点］ L&R+S&W：435

【一般】一般（C、D） 加点［総得点/10点］ L&R+S&W：800

【一般】一般（C、D） 加点［総得点/15点］ L&R+S&W：1085

【一般】一般（C、D） 加点［総得点/20点］ L&R+S&W：1290

【一般】共テ（1、2、3） 加点［総得点/5点］ L&R+S&W：435

【一般】共テ（1、2、3） 加点［総得点/10点］ L&R+S&W：800

【一般】共テ（1、2、3） 加点［総得点/15点］ L&R+S&W：1085

【一般】共テ（1、2、3） 加点［総得点/20点］ L&R+S&W：1290

人間関係学科 【一般】一般（A、B） 加点［総得点/5点］ L&R+S&W：435

【一般】一般（A、B） 加点［総得点/10点］ L&R+S&W：800

【一般】一般（A、B） 加点［総得点/15点］ L&R+S&W：1085

【一般】一般（A、B） 加点［総得点/20点］ L&R+S&W：1290

【一般】一般（C、D） 加点［総得点/5点］ L&R+S&W：435

【一般】一般（C、D） 加点［総得点/10点］ L&R+S&W：800

【一般】一般（C、D） 加点［総得点/15点］ L&R+S&W：1085

【一般】一般（C、D） 加点［総得点/20点］ L&R+S&W：1290

【一般】共テ（1、2、3） 加点［総得点/5点］ L&R+S&W：435

【一般】共テ（1、2、3） 加点［総得点/10点］ L&R+S&W：800

【一般】共テ（1、2、3） 加点［総得点/15点］ L&R+S&W：1085

【一般】共テ（1、2、3） 加点［総得点/20点］ L&R+S&W：1290

立命館アジア
太平洋大学

アジア太平洋学部 アジア太平洋学科 【一般】共テ（3教科） 得点換算［＜共テ＞外国語/
満点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】共テ（5科目） 得点換算［＜共テ＞外国語/
満点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】共テ（7科目） 得点換算［＜共テ＞外国語/
満点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語/
満点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】共テ＋面接 得点換算［＜共テ＞外国語/
満点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】共テ併用 得点換算［＜共テ＞外国語/
満点］ L&R+S&W：1560 ※3

【総合型】活動実績アピール
（カテゴリーA） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150 ※3

【総合型】活動実績アピール
（カテゴリーB） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1420

【総合型】活動実績アピール
（英語基準） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1600 ※3

国際経営学部 国際経営学科 【一般】共テ（3教科） 得点換算［＜共テ＞外国語/
満点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】共テ（5科目） 得点換算［＜共テ＞外国語/
満点］ L&R+S&W：1560 ※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

大分 立命館アジア
太平洋大学

国際経営学部 国際経営学科 【一般】共テ（7科目） 得点換算［＜共テ＞外国語/
満点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】共テ（後） 得点換算［＜共テ＞外国語/
満点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】共テ＋面接 得点換算［＜共テ＞外国語/
満点］ L&R+S&W：1560 ※3

【一般】共テ併用 得点換算［＜共テ＞外国語/
満点］ L&R+S&W：1560 ※3

【総合型】活動実績アピール
（カテゴリーA） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150 ※3

【総合型】活動実績アピール
（カテゴリーB） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1420

【総合型】活動実績アピール
（英語基準） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1600 ※3

宮崎 宮崎国際大学 教育学部 児童教育学科 【一般】共テ利用 加点［＜共テ＞英語/20点］ L&R 470

【一般】共テ利用 加点［＜共テ＞英語/40点］ L&R 770

【一般】前 試験免除、得点換算［＜個別＞
英語試験/満点］ L&R 470

【一般】後 加点［＜個別＞小論文/10点］ L&R 470

【一般】後 加点［＜個別＞小論文/20点］ L&R 770

国際教養学部 比較文化学科 【一般】共テ利用 加点［＜共テ＞英語/20点］ L&R 470

【一般】共テ利用 加点［＜共テ＞英語/40点］ L&R 770

【一般】前 試験免除、得点換算［＜個別＞
英語試験/満点］ L&R 470

【一般】後 加点［＜個別＞小論文/10点］ L&R 470

【一般】後 加点［＜個別＞小論文/20点］ L&R 770

【学校推薦型】一般推薦 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

宮崎産業経営大学 経営学部 経営学科 【学校推薦型】公募A、C 加点［＜書類審査＞活動報告書］L&R 120、S&W 80

【学校推薦型】公募B 加点［＜書類審査＞活動報告書］L&R 120、S&W 80

法学部 法律学科 【学校推薦型】公募A、C 加点［＜書類審査＞活動報告書］L&R 120、S&W 80

【学校推薦型】公募B 加点［＜書類審査＞活動報告書］L&R 120、S&W 80

鹿児島 第一工科大学 工学部 情報電子システム工学科、機
械システム工学科、環境エネル
ギー工学科、建築デザイン学科

【総合型】総合型 出願資格、判定優遇・合否参考 ※2

航空工学部 航空工学科〔航空操縦学専攻〕【一般】一般（前、後） 加点［総合評価］ ※1

【一般】共テ利用（１） 加点［総合評価］ ※1

【学校推薦型】公募制 加点［総合評価］ ※1

【総合型】総合型 加点［総合評価］ ※1

航空工学科〔航空操縦学専攻
以外〕 【総合型】総合型 出願資格、判定優遇・合否参考 ※2

沖縄 沖縄大学 経法商学部 経法商学科 【学校推薦型】
文化・スポーツ活動等特別 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 450 ＋※2

人文学部 国際コミュニケーション学科 【学校推薦型】
文化・スポーツ活動等特別 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 450 ＋※2

福祉文化学科〔健康スポーツ
福祉専攻〕

【学校推薦型】
文化・スポーツ活動等特別 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 450 ＋※2

福祉文化学科〔社会福祉専攻〕【学校推薦型】
文化・スポーツ活動等特別 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 450 ＋※2

沖縄キリスト教
学院大学

人文学部 英語コミュニケーション学科 【一般】一般 試験免除［＜個別＞英語（選択
問題）］ ※2

【一般】一般 試験免除［＜個別＞英語（選択
問題）］ ※2

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/満点］L&R+S&W CEFR A2

【学校推薦型】一般 出願資格、加点 L&R 450 ＋※1

【学校推薦型】牧師等推薦 出願資格、加点 L&R 450 ＋※1

【総合型】総合型 出願資格、加点 ※1

沖縄国際大学 産業情報学部 産業情報学科 【総合型】A日程 加点［＜個別＞面接等評価/
70点］ L&R 350、S&W 160

【総合型】A日程 加点［＜個別＞面接等評価/
80点］ L&R 470、S&W 200

【総合型】A日程 加点［＜個別＞面接等評価/
90点］ L&R 600、S&W 240

【総合型】A日程 加点［＜個別＞面接等評価/
100点］ L&R 860、S&W 310
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