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一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会は、株式会社旺文社に委託し、全国の大学の「2022年度
入学試験におけるTOEIC®Programの活用状況」を調査いたしました。本資料は、下記の方法により調査した
2022年度入学試験での活用状況の情報をまとめたものです。各大学における入学試験の詳細な要件につき
ましては、必ず各大学の大学案内・入試ガイド・募集要項・公式サイトなどをご確認くださいますようお願いいた
します。

【はじめに】

全国の国公私立の大学から、総合型選抜/学校推薦型選抜は2021年8月時点、一般選抜は2021年10月上旬
時点までに提供いただいた大学資料（大学案内・入試ガイド・募集要項など）により作成。その後、同12月中旬
時点で公表されていた最新の大学資料（大学案内・入試ガイド・募集要項・公式サイトなど）をもとに確認作業を
実施しました。

【調査方法】

【調査結果の概要】
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大学入学試験活用一覧

TOEIC   Program  大学入学試験における活用状況R

TOEIC® Listening & Reading Test ： TOEIC L&R
TOEIC® Speaking & Writing Tests ： TOEIC S&W
※1　TOEIC Bridge® Listening & Reading Tests（2019 年6 月のアップデート前のTOEIC Bridge® Test も含む）、TOEIC Bridge® Speaking & Writing Tests の活用校数

R Program 活用校 332校TOEIC

236

TOEIC L&R

107

TOEIC S&W

250

TOEIC
L&R＋S&W
（4技能）

18

TOEIC
Bridge Tests

（調査実施:全国788校）

※1

【活用一覧の見方】

【表記について】

「【試験形態】入試名」の項目
■一般　　　■学校推薦型　　　■総合型
＊国公立大学の個別試験はすべて「一般」と分類　　＊「一般」には、私立大学の共通テスト併用型も含む

「活用方法」の項目
■出願資格　　　■判定優遇・合否参考　　　■試験免除　　　■得点換算　　　■加点
＊募集要項などに「試験免除」「得点換算」「加点」の対象となる試験区分や科目、具体的な点数などが明記されている場合は、
  「活用方法」欄に記載しています。具体的に明記されていない場合は記載していません。
＊「共テ」：共通テスト      ＊「個別」： 各大学が設けている個別学力検査（個別試験）　

「基準スコア」の項目
＜活用テスト名＞
・TOEIC® Listening & Reading Test：L&R   　  ・TOEIC® Speaking & Writing Tests：S&W
・TOEIC ® Test：Bridge
・TOEIC ® Listening & Reading Tests：BLR   　・TOEIC ® Speaking & Writing Tests：BSW

＜テストスコア＞
・TOEIC Listening & Reading Test：10 ～ 990点の5点刻み
・TOEIC Speaking & Writing Tests：Speaking、Writing 各スコア 0 ～ 200点の10点刻み
・TOEIC Bridge Test ＊：20 ～ 180点の2点刻み
 ＊2019年6月の公開テストより、TOEIC Bridge Listening & Reading Tests にアップデートされました。
・TOEIC Bridge Listening & Reading Tests：30 ～ 100点の1点刻み
・TOEIC Bridge Speaking & Writing Tests：30 ～ 100点の1点刻み

＜※1～3＞
※1：TOEIC Programのいずれかが募集要項に明記されているが、特に基準スコアを設けていない場合
※2：英語資格・検定試験の取得者に対する優遇措置を設けている場合
　　 例）「L&R 550 ＋※2」 
　　      → TOEIC L&R 550点以上取得者に対する優遇措置を設けている。また、英語資格・検定試験の取得者に対する
                優遇措置も設けている。
※3：TOEIC S&Wスコアを2.5倍する旨が明記されている場合

国公立・私立別の大学を、原則として都道府県別に五十音順で掲載

大学入学試験活用一覧

Bridge Bridge
Bridge

北海道大学では工学部 環境社会工学科 社会基盤学コースの【総合型】フロンティア入試 Type Ⅰにおいて、 
TOEIC L&Rスコア550点以上で、第 1次選考の英語能力に加点する。

★各大学の募集要項などの内容を忠実に再現した結果、活用一覧の中で一部、実際には存在しないスコアが記載されている場合があります。
　（たとえば、TOEIC L&RとTOEIC S&Wの4技能で基準スコアが設定されている場合、TOEIC S&Wのスコアを2.5倍にしてTOEIC L&R
と合算したスコアをもとに換算するなど）。
★「CEFR」（Common European Framework of Reference for Languagesの略称で、ヨーロッパ言語共通参照枠などと訳されます）のみ
で基準が示されている場合は、そのレベルを記載しています。

★TOEIC Programには公開テストと団体特別受験制度（IP：Institutional Program、以下IPテスト）の2つの受験方法があります。
   公開テストは当協会の定めた日程・場所においてご受験いただくもので、IPテストは学校・企業・団体などで任意に日時・場所を指定し
ご実施いただくものです。
   IPテストの結果の有効性は通常、公開テストと同等と判断されますが、IPテストでは公開テストで発行される Official Score Certificate
（公式認定証）は発行されず、スコアレポートでの結果報告となります。
   各試験において受験方法や提出書類などが指定されている場合がありますので、詳細については、各大学の大学案内・入試ガイド・募集
要項・公式サイトなどをご確認ください。

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

北海道 北海道大学 工学部 【総合型】環境社会工学科〔社会基盤学
フロンティア入試 Type Ⅰコース〕 加点［＜第１次選考＞英語能力］L&R 550
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  「活用方法」欄に記載しています。具体的に明記されていない場合は記載していません。
＊「共テ」：共通テスト      ＊「個別」： 各大学が設けている個別学力検査（個別試験）　

「基準スコア」の項目
＜活用テスト名＞
・TOEIC® Listening & Reading Test：L&R   　  ・TOEIC® Speaking & Writing Tests：S&W
・TOEIC ® Test：Bridge
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・TOEIC Speaking & Writing Tests：Speaking、Writing 各スコア 0 ～ 200点の10点刻み
・TOEIC Bridge Test ＊：20 ～ 180点の2点刻み
 ＊2019年6月の公開テストより、TOEIC Bridge Listening & Reading Tests にアップデートされました。
・TOEIC Bridge Listening & Reading Tests：30 ～ 100点の1点刻み
・TOEIC Bridge Speaking & Writing Tests：30 ～ 100点の1点刻み
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※1：TOEIC Programのいずれかが募集要項に明記されているが、特に基準スコアを設けていない場合
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国公立・私立別の大学を、原則として都道府県別に五十音順で掲載

大学入学試験活用一覧

Bridge Bridge
Bridge

北海道大学では工学部 環境社会工学科 社会基盤学コースの【総合型】フロンティア入試 Type Ⅰにおいて、 
TOEIC L&Rスコア550点以上で、第 1次選考の英語能力に加点する。

★各大学の募集要項などの内容を忠実に再現した結果、活用一覧の中で一部、実際には存在しないスコアが記載されている場合があります。
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と合算したスコアをもとに換算するなど）。
★「CEFR」（Common European Framework of Reference for Languagesの略称で、ヨーロッパ言語共通参照枠などと訳されます）のみ
で基準が示されている場合は、そのレベルを記載しています。
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   公開テストは当協会の定めた日程・場所においてご受験いただくもので、IPテストは学校・企業・団体などで任意に日時・場所を指定し
ご実施いただくものです。
   IPテストの結果の有効性は通常、公開テストと同等と判断されますが、IPテストでは公開テストで発行される Official Score Certificate
（公式認定証）は発行されず、スコアレポートでの結果報告となります。
   各試験において受験方法や提出書類などが指定されている場合がありますので、詳細については、各大学の大学案内・入試ガイド・募集
要項・公式サイトなどをご確認ください。

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

北海道 北海道大学 工学部 【総合型】環境社会工学科〔社会基盤学
フロンティア入試 Type Ⅰコース〕 加点［＜第１次選考＞英語能力］L&R 550
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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

北海道 小樽商科大学 商学部 経済学科 【総合型】グローカル総合
（一般枠） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】グローカル総合
（理系枠） 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1 、  ※3

商学科 【総合型】グローカル総合
（一般枠） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】グローカル総合
（理系枠） 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1 、  ※3

北海道教育大学 教育学部函館校 国際地域学科 【学校推薦型】一般 加点［書類審査］ L&R+S&W：1150

北海道大学 工学部 環境社会工学科〔社会基盤学
コース〕

【総合型】
フロンティア入試 Type Ⅰ 出願資格 L&R 550

【総合型】
フロンティア入試 Type Ⅰ 加点［＜第１次選考＞英語能力］L&R 550

理学部 地球惑星科学科 【総合型】
フロンティア入試 Type Ⅰ 出願資格 L&R 600

公立はこだて未来大学* システム情報科学部 情報アーキテクチャ学科、
複雑系知能学科 【総合型】総合型 出願資格 ※1

青森 青森公立大学 * 経営経済学部 経営学科、経済学科、地域みら
い学科

【学校推薦型】県内 出願資格 L&R 375

【総合型】Ⅰ期 出願資格 L&R 400

宮城 東北大学 医学部 医学科 【総合型】Ⅱ期 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】Ⅲ期 判定優遇・合否参考 ※1

保健学科 【総合型】Ⅱ期 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】Ⅲ期 判定優遇・合否参考 ※1

教育学部 教育科学科 【総合型】Ⅱ期 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】Ⅲ期 判定優遇・合否参考 ※1

経済学部 経済学科、経営学科 【総合型】Ⅲ期（文系） 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】Ⅲ期（理系） 判定優遇・合否参考 ※1

工学部 機械知能・航空工学科 【総合型】グローバル入試
（Ⅰ期） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1560※3

【総合型】グローバル入試
（Ⅱ期） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 785

機械知能・航空工学科、電気情
報物理工学科、化学・バイオ工
学科、材料科学総合学科、建築・
社会環境工学科

【総合型】Ⅱ期 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】Ⅲ期 判定優遇・合否参考 ※1

歯学部 歯学科 【総合型】Ⅱ期 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】Ⅲ期 判定優遇・合否参考 ※1

農学部 生物生産科学科、応用生物化
学科

【総合型】Ⅱ期 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】Ⅲ期 判定優遇・合否参考 ※1

文学部 人文社会学科 【総合型】Ⅱ期 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】Ⅲ期 判定優遇・合否参考 ※1

法学部 法学科 【総合型】Ⅱ期 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】Ⅲ期 判定優遇・合否参考 ※1

薬学部 創薬科学科、薬学科 【総合型】Ⅲ期 判定優遇・合否参考 ※1

理学部 宇宙地球物理学科 【総合型】Ⅲ期 判定優遇・合否参考 ※1

化学科 【総合型】Ⅲ期 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】グローバル入試
（Ⅱ期） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 785

数学科、物理学科、宇宙地球物理
学科、化学科、地圏環境科学科、
地球惑星物質科学科、生物学科

【総合型】Ⅱ期 判定優遇・合否参考 ※1

生物学科 【総合型】Ⅲ期 判定優遇・合否参考 ※1

地球惑星物質科学科 【総合型】Ⅲ期 判定優遇・合否参考 ※1

地圏環境科学科 【総合型】Ⅲ期 判定優遇・合否参考 ※1

物理学科 【総合型】Ⅲ期 判定優遇・合否参考 ※1

秋田 秋田大学 国際資源学部 国際資源学科 【一般】前 試験免除、得点換算
［＜個別＞英語 /満点］ L&R 730

国際教養大学 * 国際教養学部 国際教養学科 【一般】A 得点換算
［＜共テ＞英語 /満点］ L&R+S&W：1200

【一般】B 得点換算
［＜共テ＞英語 /満点］ L&R+S&W：1200

大学入学試験活用一覧

※無印は国立、　＊は公立〔Ⅰ〕 国公立大学
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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

秋田 国際教養大学 * 国際教養学部 国際教養学科 【一般】C 得点換算［＜共テ＞英語/満点］L&R+S&W：1200

【学校推薦型】学校推薦型 出願資格 L&R+S&W：840

【総合型】総合選抜型Ⅰ、Ⅱ 出願資格 L&R+S&W：1100

福島 福島大学 人文社会学群 経済経営学類 【学校推薦型】A推薦 出願資格 L&R 480

農学群 食農学類 【総合型】総合型 出願資格 L&R+S&W：385
（L&R 225､S&W 160）

茨城 茨城大学 教育学部 学校教育教員養成課程〔教科
教育コース〕〈英語選修〉 【学校推薦型】一般 出願資格 L&R+S&W：1150※3

工学部
（フレックスコース）

機械システム工学科 【一般】前 得点換算
［＜個別＞英語 /10 点］

L&R 320、S&W 320（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：320※3

【一般】前 得点換算
［＜個別＞英語 /30 点］

L&R 473、S&W 473（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：473※3

【一般】前 得点換算
［＜個別＞英語 /50 点］

L&R 625、S&W 625（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：625※3

【一般】前 得点換算
［＜個別＞英語 /60 点］

L&R 756、S&W 756（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：756※3

【一般】前 得点換算
［＜個別＞英語 /70 点］

L&R 888、
L&R+S&W：888※3

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

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

【一般】後 得点換算
［＜個別＞英語 /10 点］

L&R 320、S&W 320（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：320※3

【一般】後 得点換算
［＜個別＞英語 /30 点］

L&R 473、S&W 473（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：473※3

【一般】後 得点換算
［＜個別＞英語 /50 点］

L&R 625、S&W 625（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：625※3

【一般】後 得点換算
［＜個別＞英語 /60 点］

L&R 756、S&W 756（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：756※3

【一般】後 得点換算
［＜個別＞英語 /70 点］

L&R 888、
L&R+S&W：888※3

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

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

【学校推薦型】一般、専門高校 出願資格、得点換算
［英語資格・検定試験 /50点］

L&R 625、S&W 625（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：625※3

【学校推薦型】一般、専門高校 得点換算
［英語資格・検定試験 /60点］L&R+S&W：756※3

【学校推薦型】一般、専門高校 得点換算
［英語資格・検定試験/70点］ L&R+S&W：888※3

【学校推薦型】一般、専門高校 得点換算
［英語資格・検定試験/90点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】一般、専門高校 得点換算
［英語資格・検定試験/100点］L&R+S&W：1560※3

工学部（昼間コース） 機械システム工学科 【一般】前 得点換算
［＜個別＞英語 /10 点］

L&R 320、S&W 320（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：320※3

【一般】前 得点換算
［＜個別＞英語 /30 点］

L&R 473、S&W 473（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：473※3

【一般】前 得点換算
［＜個別＞英語 /50 点］

L&R 625、S&W 625（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：625※3

【一般】前 得点換算
［＜個別＞英語 /60 点］

L&R 756、S&W 756（素点を
2.5 倍）、L&R+S&W：756※3

【一般】前 得点換算
［＜個別＞英語 /70 点］

L&R 888、
L&R+S&W：888※3

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

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

【一般】後 得点換算
［＜個別＞英語 /10 点］

L&R 320、S&W 320（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：320※3

【一般】後 得点換算
［＜個別＞英語 /30 点］

L&R 473、S&W 473（素点を
2.5 倍）、L&R+S&W：473※3

【一般】後 得点換算
［＜個別＞英語 /50 点］

L&R 625、S&W 625（素点を
2.5 倍）、L&R+S&W：625※3

【一般】後 得点換算
［＜個別＞英語 /60 点］

L&R 756、S&W 756（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：756※3

【一般】後 得点換算
［＜個別＞英語 /70 点］

L&R 888、
L&R+S&W：888※3

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

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

【学校推薦型】一般、専門高校 出願資格、得点換算
［英語資格・検定試験/50点］

L&R 625、S&W 625（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：625※3

【学校推薦型】一般、専門高校 得点換算
［英語資格・検定試験/60点］ L&R+S&W：756※3

【学校推薦型】一般、専門高校 得点換算
［英語資格・検定試験/70点］ L&R+S&W：888※3

【学校推薦型】一般、専門高校 得点換算
［英語資格・検定試験/90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

茨城 茨城大学 工学部（昼間コース） 機械システム工学科 【学校推薦型】一般、専門高校 得点換算
［英語資格・検定試験/100点］L&R+S&W：1560※3

情報工学科 【一般】前 得点換算
［＜個別＞英語 /10 点］

L&R 320、S&W 320（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：320※3

【一般】前 得点換算
［＜個別＞英語 /30 点］

L&R 473、S&W 473（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：473※3

【一般】前 得点換算
［＜個別＞英語 /50 点］

L&R 625、S&W 625（素点を
2.5 倍）、L&R+S&W：625※3

【一般】前 得点換算
［＜個別＞英語 /60 点］

L&R 756、S&W 756（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：756※3

【一般】前 得点換算
［＜個別＞英語 /70 点］

L&R 888、
L&R+S&W：888※3

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

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

【一般】後 得点換算
［＜個別＞英語 /10 点］

L&R 320、S&W 320（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：320※3

【一般】後 得点換算
［＜個別＞英語 /30 点］

L&R 473、S&W 473（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：473※3

【一般】後 得点換算
［＜個別＞英語 /50 点］

L&R 625、S&W 625（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：625※3

【一般】後 得点換算
［＜個別＞英語 /60 点］

L&R 756、S&W 756（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：756※3

【一般】後 得点換算
［＜個別＞英語 /70 点］

L&R 888、
L&R+S&W：888※3

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

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

【学校推薦型】一般、専門高校 出願資格、得点換算
［英語資格・検定試験/50点］

L&R 625、S&W 625（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：625※3

【学校推薦型】一般、専門高校 得点換算
［英語資格・検定試験/60点］ L&R+S&W：756※3

【学校推薦型】一般、専門高校 得点換算
［英語資格・検定試験/70点］ L&R+S&W：888※3

【学校推薦型】一般、専門高校 得点換算
［英語資格・検定試験/90点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】一般、専門高校 得点換算
［英語資格・検定試験/100点］L&R+S&W：1560※3

電気電子システム工学科 【一般】前 得点換算
［＜個別＞英語 /10 点］

L&R 320、S&W 320（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：320※3

【一般】前 得点換算
［＜個別＞英語 /30 点］

L&R 473、S&W 473（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：473※3

【一般】前 得点換算
［＜個別＞英語 /50 点］

L&R 625、S&W 625（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：625※3

【一般】前 得点換算
［＜個別＞英語 /60 点］

L&R 756、S&W 756（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：756※3

【一般】前 得点換算
［＜個別＞英語 /70 点］

L&R 888、
L&R+S&W：888※3

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

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

【一般】後 得点換算
［＜個別＞英語 /10 点］

L&R 320、S&W 320（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：320※3

【一般】後 得点換算
［＜個別＞英語 /30 点］

L&R 473、S&W 473（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：473※3

【一般】後 得点換算
［＜個別＞英語 /50 点］

L&R 625、S&W 625（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：625※3

【一般】後 得点換算
［＜個別＞英語 /60 点］

L&R 756、S&W 756（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：756※3

【一般】後 得点換算
［＜個別＞英語 /70 点］

L&R 888、
L&R+S&W：888※3

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

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

【学校推薦型】一般、専門高校 出願資格、得点換算
［英語資格・検定試験/50点］

L&R 625、S&W 625（素点を
2.5 倍）、L&R+S&W：625※3

【学校推薦型】一般、専門高校 得点換算
［英語資格・検定試験/60点］ L&R+S&W：756※3

【学校推薦型】一般、専門高校 得点換算
［英語資格・検定試験/70点］ L&R+S&W：888※3

【学校推薦型】一般、専門高校 得点換算
［英語資格・検定試験/90点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】一般、専門高校 得点換算
［英語資格・検定試験/100点］L&R+S&W：1560※3

都市システム工学科 【一般】前 得点換算
［＜個別＞英語 /10 点］

L&R 320、S&W 320（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：320※3

【一般】前 得点換算
［＜個別＞英語 /30 点］

L&R 473、S&W 473（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：473※3

【一般】前 得点換算
［＜個別＞英語 /50 点］

L&R 625、S&W 625（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：625※3

【一般】前 得点換算
［＜個別＞英語 /60 点］

L&R 756、S&W 756（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：756※3
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茨城 茨城大学 工学部（昼間コース） 都市システム工学科 【一般】前 得点換算
［＜個別＞英語 /70 点］

L&R 888、
L&R+S&W：888※3

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

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

【一般】後 得点換算
［＜個別＞英語 /10 点］

L&R 320、S&W 320（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：320※3

【一般】後 得点換算
［＜個別＞英語 /30 点］

L&R 473、S&W 473（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：473※3

【一般】後 得点換算
［＜個別＞英語 /50 点］

L&R 625、S&W 625（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：625※3

【一般】後 得点換算
［＜個別＞英語 /60 点］

L&R 756、S&W 756（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：756※3

【一般】後 得点換算
［＜個別＞英語 /70 点］

L&R 888、
L&R+S&W：888※3

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

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

都市システム工学科
〔建築デザインプログラム〕

【総合型】総合型 出願資格、得点換算
［英語資格・検定試験/50点］

L&R 625、S&W 625（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：625※3

【総合型】総合型 得点換算
［英語資格・検定試験/60点］ L&R+S&W：756※3

【総合型】総合型 得点換算
［英語資格・検定試験/70点］ L&R+S&W：888※3

【総合型】総合型 得点換算
［英語資格・検定試験/90点］ L&R+S&W：1150※3

【総合型】総合型 得点換算
［英語資格・検定試験/100点］L&R+S&W：1560※3

都市システム工学科
〔社会基盤デザインプログラム〕

【学校推薦型】一般、専門高校 出願資格、得点換算
［英語資格・検定試験/50点］

L&R 625、S&W 625（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：625※3

【学校推薦型】一般、専門高校 得点換算
［英語資格・検定試験/60点］ L&R+S&W：756※3

【学校推薦型】一般、専門高校 得点換算
［英語資格・検定試験/70点］ L&R+S&W：888※3

【学校推薦型】一般、専門高校 得点換算
［英語資格・検定試験/90点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】一般、専門高校 得点換算
［英語資格・検定試験/100点］L&R+S&W：1560※3

物質科学工学科 【一般】前 得点換算
［＜個別＞英語 /10 点］

L&R 320、S&W 320（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：320※3

【一般】前 得点換算
［＜個別＞英語 /30 点］

L&R 473、S&W 473（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：473※3

【一般】前 得点換算
［＜個別＞英語 /50 点］

L&R 625、S&W 625（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：625※3

【一般】前 得点換算
［＜個別＞英語 /60 点］

L&R 756、S&W 756（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：756※3

【一般】前 得点換算
［＜個別＞英語 /70 点］

L&R 888、
L&R+S&W：888※3

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

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

【一般】後 得点換算
［＜個別＞英語 /10 点］

L&R 320、S&W 320（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：320※3

【一般】後 得点換算
［＜個別＞英語 /30 点］

L&R 473、S&W 473（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：473※3

【一般】後 得点換算
［＜個別＞英語 /50 点］

L&R 625、S&W 625（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：625※3

【一般】後 得点換算
［＜個別＞英語 /60 点］

L&R 756、S&W 756（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：756※3

【一般】後 得点換算
［＜個別＞英語 /70 点］

L&R 888、
L&R+S&W：888※3

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

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

【学校推薦型】一般、専門高校 出願資格、得点換算
［英語資格・検定試験/50点］

L&R 625、S&W 625（素点を
2.5倍）、L&R+S&W：625※3

【学校推薦型】一般、専門高校 得点換算
［英語資格・検定試験/60点］ L&R+S&W：756※3

【学校推薦型】一般、専門高校 得点換算
［英語資格・検定試験/70点］ L&R+S&W：888※3

【学校推薦型】一般、専門高校 得点換算
［英語資格・検定試験/90点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】一般、専門高校 得点換算
［英語資格・検定試験/100点］L&R+S&W：1560※3

人文社会科学部 現代社会学科、法律経済学科、
人間文化学科 【学校推薦型】一般 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

農学部 食生命科学科 【学校推薦型】一般、専門高校 出願資格 L&R+S&W：1150※3

地域総合農学科 【学校推薦型】一般 出願資格 L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】専門高校 出願資格 ※1 、  ※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

茨城 茨城大学 農学部 地域総合農学科 【学校推薦型】専門高校 得点換算
［英語資格・検定試験/10点］ L&R+S&W：320※3

【学校推薦型】専門高校 得点換算
［英語資格・検定試験/30点］ L&R+S&W：473※3

【学校推薦型】専門高校 得点換算
［英語資格・検定試験/50点］ L&R+S&W：625※3

【学校推薦型】専門高校 得点換算
［英語資格・検定試験/60点］ L&R+S&W：756※3

【学校推薦型】専門高校 得点換算
［英語資格・検定試験/70点］ L&R+S&W：888※3

【学校推薦型】専門高校 得点換算
［英語資格・検定試験/90点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】専門高校 得点換算
［英語資格・検定試験/100点］L&R+S&W：1560※3

理学部 理学科〔化学コース、生物科学コース、
地球環境科学コース、学際理学コース〕【総合型】総合型 出願資格 ※1

理学科
〔数学・情報数理コース〕 【学校推薦型】一般 出願資格 ※1

理学科〔物理学コース〕 【学校推薦型】一般 出願資格 ※1

筑波大学 医学群 医学類 【学校推薦型】共テ免除推薦
（地域枠含む） 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1845※3

【総合型】研究型人材 出願資格 ※1

医療科学類 【学校推薦型】共テ免除推薦 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

看護学類 【学校推薦型】共テ免除推薦 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

芸術専門学類 － 【学校推薦型】共テ免除推薦 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

社会・国際学群 国際総合学類 【学校推薦型】共テ免除推薦 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1560※3

社会学類 【学校推薦型】共テ免除推薦 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

情報学群 情報メディア創成学類 【学校推薦型】共テ免除推薦 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

情報科学類 【学校推薦型】共テ免除推薦 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

知識情報・図書館学類 【学校推薦型】共テ免除推薦 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

人文・文化学群 人文学類 【学校推薦型】共テ免除推薦 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

日本語・日本文化学類 【学校推薦型】共テ免除推薦 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

比較文化学類 【学校推薦型】共テ免除推薦 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

生命環境学群 生物学類、生物資源学類、
地球学類 【学校推薦型】共テ免除推薦 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

体育専門学類 － 【学校推薦型】共テ免除推薦 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

人間学群 教育学類、心理学類、
障害科学類 【学校推薦型】共テ免除推薦 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

心理学類 【学校推薦型】共テ課す推薦 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：CEFR B1

理工学群 数学類、物理学類、化学類、応用理工
学類、工学システム学類、社会工学類 【学校推薦型】共テ免除推薦 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

栃木 宇都宮大学 国際学部 国際学科 【学校推薦型】一般 出願資格 L&R 500

群馬 群馬大学 医学部 医学科 【学校推薦型】学校推薦型 判定優遇・合否参考 ※2

保健学科 【学校推薦型】学校推薦型 判定優遇・合否参考 ※2

共同教育学部 学校教育教員養成課程
〔教育人間科学系〕 【学校推薦型】学校推薦型 判定優遇・合否参考 ※2

学校教育教員養成課程〔芸術・
生活・健康系〕〈音楽専攻〉 【学校推薦型】学校推薦型 判定優遇・合否参考 ※2

学校教育教員養成課程〔芸術・
生活・健康系〕〈美術専攻〉 【学校推薦型】学校推薦型 判定優遇・合否参考 ※2

学校教育教員養成課程〔芸術・
生活・健康系〕〈保健体育専攻〉【学校推薦型】学校推薦型 判定優遇・合否参考 ※2

学校教育教員養成課程
〔自然科学系〕〈数学専攻〉 【学校推薦型】学校推薦型 判定優遇・合否参考 ※2

学校教育教員養成課程
〔自然科学系〕〈理科専攻〉 【学校推薦型】学校推薦型 判定優遇・合否参考 ※2

学校教育教員養成課程
〔人文社会系〕〈国語専攻〉 【学校推薦型】学校推薦型 判定優遇・合否参考 ※2

学校教育教員養成課程
〔人文社会系〕〈社会専攻〉 【学校推薦型】学校推薦型 判定優遇・合否参考 ※2

情報学部 情報学科 【学校推薦型】GFL 特別枠 出願資格、
判定優遇・合否参考 L&R 550＋※2

【学校推薦型】学校推薦型 判定優遇・合否参考 ※2

理工学部 物質・環境類、電子・機械類 【学校推薦型】GFL 特別枠 出願資格、
判定優遇・合否参考 ※1

【学校推薦型】学校推薦型 判定優遇・合否参考 ※2
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群馬 高崎経済大学 * 経済学部 経済学科、経営学科、
国際学科 【学校推薦型】英語重視推薦 出願資格 L&R 400

前橋工科大学 * 工学部 建築・都市・環境工学群 【学校推薦型】推薦 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 ※1

情報・生命工学群 【学校推薦型】推薦 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 ※1

埼玉 埼玉大学 経済学部 経済学科 【総合型】総合型 出願資格 L&R+S&W：1150※3

工学部 環境社会デザイン学科 【学校推薦型】学校推薦型選抜 得点換算［＜共テ＞英語］ ※1

千葉 千葉大学 園芸学部 園芸学科 【一般】前 加点［＜個別＞外国語/20点］L&R+S&W：1420※3

【一般】前 加点［＜個別＞外国語/30点］L&R+S&W：1560※3

園芸学科、食料資源経済学科 【学校推薦型】園芸産業創発学プログラム選抜 試験免除［＜共テ＞英語］ L&R+S&W：1150※3

応用生命化学科 【一般】前 加点［＜個別＞外国語/20点］L&R+S&W：1420※3

【一般】前 加点［＜個別＞外国語/30点］L&R+S&W：1560※3

食料資源経済学科 【一般】前 加点［＜個別＞外国語/20点］L&R+S&W：1420※3

【一般】前 加点［＜個別＞外国語/30点］L&R+S&W：1560※3

緑地環境学科 【一般】前 加点［＜個別＞外国語/20点］L&R+S&W：1420※3

【一般】前 加点［＜個別＞外国語/30点］L&R+S&W：1560※3

看護学部 看護学科 【一般】前 加点［＜個別＞外国語/20点］L&R+S&W：1420※3

【一般】前 加点［＜個別＞外国語/30点］L&R+S&W：1560※3

教育学部 学校教員養成課程
〔英語教育コース〕

【一般】前 試験免除、得点換算
［＜個別＞外国語 /満点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】前 加点［＜個別＞外国語/10点］L&R+S&W：1150※3

【一般】前 加点［＜個別＞外国語/20点］L&R+S&W：1420※3

【総合型】
総合型選抜選抜方式Ⅰ 判定優遇・合否参考 ※1

学校教員養成課程
〔英語教育コース以外〕

【一般】前 加点［＜個別＞外国語 /5点］ L&R+S&W：1420※3

【一般】前 加点［＜個別＞外国語/10点］L&R+S&W：1560※3

工学部 総合工学科 【一般】前 加点［＜個別＞外国語 /5点］ L&R+S&W：1420※3

【一般】前 加点［＜個別＞外国語/10点］L&R+S&W：1560※3

国際教養学部 国際教養学科 【一般】前 試験免除、得点換算
［＜個別＞外国語 /満点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】前 加点［＜個別＞外国語/10点］L&R+S&W：1150※3

【一般】前 加点［＜個別＞外国語/20点］L&R+S&W：1420※3

【総合型】総合型選抜 判定優遇・合否参考 ※1

文学部 人文学科
〔日本・ユーラシア文化コース〕

【一般】前 加点［＜個別＞外国語 /5点］ L&R+S&W：1420※3

【一般】前 加点［＜個別＞外国語/10点］L&R+S&W：1560※3

法政経学部 法政経学科 【一般】前 加点［＜個別＞外国語 /5点］ L&R+S&W：1420※3

【一般】前 加点［＜個別＞外国語/10点］L&R+S&W：1560※3

法政経学科〔経済学コース〕 【総合型】総合型選抜 出願資格 L&R+S&W：1353※3

薬学部 薬学科、薬科学科 【一般】前 加点［＜個別＞外国語 /5点］ L&R+S&W：1420※3

【一般】前 加点［＜個別＞外国語/10点］L&R+S&W：1560※3

理学部 化学科 【一般】前 加点［＜個別＞外国語 /5点］ L&R+S&W：1420※3

【一般】前 加点［＜個別＞外国語/10点］L&R+S&W：1560※3

数学・情報数理学科 【一般】前 加点［＜個別＞外国語 /5点］ L&R+S&W：1420※3

【一般】前 加点［＜個別＞外国語/10点］L&R+S&W：1560※3

生物学科 【一般】前 加点［＜個別＞外国語 /5点］ L&R+S&W：1420※3

【一般】前 加点［＜個別＞外国語/10点］L&R+S&W：1560※3
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都道
府県 学　校 学　部 学　科 【試験形態】入試名 活用方法 基準スコア

千葉 千葉大学 理学部 地球科学科 【一般】前 加点［＜個別＞外国語 /5点］ L&R+S&W：1420※3

【一般】前 加点［＜個別＞外国語/10点］L&R+S&W：1560※3

物理学科 【一般】前 加点［＜個別＞外国語 /5点］ L&R+S&W：1420※3

【一般】前 加点［＜個別＞外国語/10点］L&R+S&W：1560※3

東京 お茶の水女子大学 生活科学部 心理学科 【学校推薦型】推薦 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】新フンボルト 出願資格 ※1

人間生活学科 【学校推薦型】推薦 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】新フンボルト 出願資格 ※1

文教育学部 言語文化学科 【学校推薦型】推薦 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】新フンボルト 出願資格 ※1

人文科学科 【学校推薦型】推薦 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】新フンボルト 出願資格 ※1

人間社会科学科 【学校推薦型】推薦 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】新フンボルト 出願資格 ※1

東京外国語大学 言語文化学部 言語文化学科 【学校推薦型】学校推薦型選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1560※3

国際社会学部 国際社会学科 【学校推薦型】学校推薦型選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】学校推薦型選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1560※3

国際日本学部 国際日本学科 【学校推薦型】学校推薦型選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1560※3

東京海洋大学 海洋工学部 海事システム工学科 【一般】前 出願資格 L&R+S&W：320※3

【一般】後 出願資格 L&R+S&W：320※3

海事システム工学科、海洋電子
機械工学科、流通情報工学科

【総合型】A（一般） 出願資格 L&R+S&W：320※3

【総合型】B
（専門学科・総合学科） 出願資格 L&R+S&W：320※3

海洋電子機械工学科 【一般】前 出願資格 L&R+S&W：320※3

【一般】後 出願資格 L&R+S&W：320※3

【総合型】D
（商船教員養成コース） 出願資格 L&R+S&W：320※3

流通情報工学科 【一般】前 出願資格 L&R+S&W：320※3

【一般】後 出願資格 L&R+S&W：320※3

海洋資源環境学部 海洋環境科学科、海洋資源エ
ネルギー学科

【一般】前 出願資格 L&R 400

【一般】後 出願資格 L&R 400

【学校推薦型】A（一般） 出願資格 L&R 400

【学校推薦型】B
（専門学科・総合学科） 出願資格 L&R 365

【総合型】C-Ⅱ型（留学経験者）出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 400

海洋生命科学部 海洋政策文化学科 【一般】前 出願資格 L&R 400

【一般】後 出願資格 L&R 400

【学校推薦型】A（一般） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 400

【総合型】A（一般） 出願資格 L&R 400

【総合型】B
（専門学科・総合学科） 出願資格 L&R 365

【総合型】C-Ⅱ型（留学経験者）出願資格 L&R 400

海洋生物資源学科 【一般】前 出願資格 L&R 400

【一般】後 出願資格 L&R 400

【学校推薦型】B
（専門学科・総合学科） 出願資格 L&R 400

【総合型】A（一般） 出願資格 L&R 400

【総合型】C-Ⅱ型（留学経験者）出願資格 L&R 400
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東京 東京海洋大学 海洋生命科学部 食品生産科学科 【一般】前 出願資格 L&R 400

【一般】後 出願資格 L&R 400

【学校推薦型】A（一般） 出願資格 L&R 400
【学校推薦型】B
（専門学科・総合学科） 出願資格 L&R 365

【総合型】C-Ⅱ型（留学経験者）出願資格 L&R 400

東京大学 医学部 医学科 【学校推薦型】学校推薦型 出願資格 ※2

健康総合科学科 【学校推薦型】学校推薦型 出願資格 ※2

教養学部 教養学科、学際科学科、統合
自然科学科 【学校推薦型】学校推薦型 出願資格 ※2

経済学部 経済学科、経営学科、金融学科 【学校推薦型】学校推薦型 出願資格 ※2

工学部

社会基盤学科、建築学科、都市工学
科、機械工学科、機械情報工学科、航
空宇宙工学科、精密工学科、電子情
報工学科、電気電子工学科、物理工
学科、計数工学科、マテリアル工学科、
応用化学科、化学システム工学科、化
学生命工学科、システム創成学科

【学校推薦型】学校推薦型 判定優遇・合否参考 ※2

農学部 応用生命科学課程、環境資源
科学課程、獣医学課程 【学校推薦型】学校推薦型 判定優遇・合否参考 ※2

文学部 人文学科 【学校推薦型】学校推薦型 判定優遇・合否参考 ※2

法学部 第 1類、第 2類、第 3類 【学校推薦型】学校推薦型 判定優遇・合否参考 ※2

薬学部 薬学科、薬科学科 【学校推薦型】学校推薦型 出願資格 ※2

理学部
数学科、情報科学科、物理学科、天
文学科、地球惑星物理学科、地球
惑星環境学科、化学科、生物化学
科、生物学科、生物情報科学科

【学校推薦型】学校推薦型 判定優遇・合否参考 ※2

東京都立大学 * システムデザイン学部 情報科学科 【総合型】グローバル人材育成 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1560※3

経済経営学部 経済経営学科 【総合型】グローバル人材育成 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1560※3

健康福祉学部 看護学科 【総合型】ゼミナール 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

作業療法学科 【総合型】ゼミナール 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

放射線学科 【学校推薦型】一般推薦 出願資格 L&R+S&W：625※3

理学療法学科 【総合型】ゼミナール 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

人文社会学部 人間社会学科、人文学科 【総合型】グローバル人材育成 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1560※3

都市環境学部 環境応用化学科 【学校推薦型】一般推薦 出願資格 L&R+S&W：625※3

【総合型】グローバル人材育成 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1560※3

【総合型】研究室探検 出願資格 L&R+S&W：625※3

観光科学科 【学校推薦型】一般推薦 出願資格 L&R+S&W：625※3

【総合型】グローバル人材育成 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1560※3

建築学科 【学校推薦型】一般推薦 出願資格 L&R+S&W：625※3

【総合型】グローバル人材育成 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1560※3

地理環境学科 【学校推薦型】一般推薦 出願資格 L&R+S&W：625※3

【総合型】グローバル人材育成 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1560※3

【総合型】ゼミナール 出願資格 L&R+S&W：625※3

【総合型】科学オリンピック 出願資格 L&R+S&W：625※3

都市基盤環境学科 【総合型】グローバル人材育成 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1560※3

都市政策科学科 【総合型】グローバル人材育成 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1560※3

人間社会学部 人文学科 【学校推薦型】一般推薦 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：625※3

神奈川 横浜国立大学 教育学部 学校教員養成課程〔言語・文
化・社会系教育コース〕〈英語
専門領域〉

【学校推薦型】全国枠 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】総合型 出願資格 ※1

経営学部 経営学科 【総合型】GBEEP 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

経済学部 経済学科 【総合型】GBEEP 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】一般プログラム 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

横浜市立大学 * データサイエンス学部 データサイエンス学科 【総合型】科学オリンピック
特別 出願資格 L&R 550

【総合型】科学オリンピック
特別 加点［合計点/10点］ L&R 800
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神奈川 横浜市立大学 * データサイエンス学部 データサイエンス学科 【総合型】総合型 出願資格、得点換算［＜第1次選考＞
英語資格の級・スコア］ L&R 500

医学部 医学科 【学校推薦型】
特別公募制（県外高校）

出願資格、加点［＜第1次選考＞
英語資格の得点/2.0点］ L&R 500

【学校推薦型】
特別公募制（県外高校）

加点［＜第 1次選考＞
英語資格の得点 /2.5点］ L&R 550

【学校推薦型】
特別公募制（県外高校）

加点［＜第 1次選考＞
英語資格の得点 /3.0点］ L&R 600

【学校推薦型】
特別公募制（県外高校）

加点［＜第 1次選考＞
英語資格の得点 /4.0点］ L&R 700

【学校推薦型】
特別公募制（県外高校）

加点［＜第 1次選考＞
英語資格の得点 /4.5点］ L&R 800

【学校推薦型】
特別公募制（県外高校）

加点［＜第 1次選考＞
英語資格の得点 /5.0点］ L&R 900

【学校推薦型】
特別公募制（県内高校）

出願資格、加点［＜第1次選考＞
英語資格の得点 /2.0点］ L&R 500

【学校推薦型】
特別公募制（県内高校）

加点［＜第 1次選考＞
英語資格の得点 /2.5点］ L&R 550

【学校推薦型】
特別公募制（県内高校）

加点［＜第 1次選考＞
英語資格の得点 /3.0点］ L&R 600

【学校推薦型】
特別公募制（県内高校）

加点［＜第 1次選考＞
英語資格の得点 /4.0点］ L&R 700

【学校推薦型】
特別公募制（県内高校）

加点［＜第 1次選考＞
英語資格の得点 /4.5点］ L&R 800

【学校推薦型】
特別公募制（県内高校）

加点［＜第 1次選考＞
英語資格の得点 /5.0点］ L&R 900

国際教養学部 国際教養学科 【総合型】総合型 出願資格、得点換算［＜第1次選考＞
英語資格の級・スコア］ L&R 500

【総合型】総合型 出願資格、得点換算［＜第1次選考＞
英語資格の級・スコア］ L&R 600

国際商学部 国際商学科 【総合型】科学オリンピック特別 出願資格 L&R 550

【総合型】科学オリンピック特別 加点［合計点 /10 点］ L&R 800

【総合型】総合型 出願資格、得点換算［＜第1次選考＞
英語資格の級・スコア］ L&R 500

【総合型】総合型 出願資格、得点換算［＜第1次選考＞
英語資格の級・スコア］ L&R 600

理学部 理学科 【総合型】科学オリンピック特別 出願資格 L&R 550

【総合型】科学オリンピック特別 出願資格 L&R 600

【総合型】科学オリンピック特別 加点［合計点 /10 点］ L&R 800

【総合型】総合型 出願資格、得点換算［＜第1次選考＞
英語資格の級・スコア］ L&R 500

【総合型】総合型 出願資格、得点換算［＜第1次選考＞
英語資格の級・スコア］ L&R 600

新潟 新潟大学 工学部 工学科 【総合型】総合型 出願資格 L&R+S&W：625※3

新潟県立大学 * 国際経済学部 国際経済学科 【総合型】総合型 出願資格、
判定優遇・合否参考 L&R＋S&W：CEFR B2

石川 金沢大学 人間社会学域 経済学類 【学校推薦型】学校推薦型Ⅰ 出願資格、
得点換算［知識・技能評価］ ※1

山梨 都留文科大学 * 教養学部 学校教育学科 【学校推薦型】一般推薦 判定優遇・合否参考 ※1

【学校推薦型】
共通テスト利用推薦 判定優遇・合否参考 ※1

地域社会学科 【学校推薦型】一般推薦 判定優遇・合否参考 L&R 225、BLR 42＋※2

【学校推薦型】
共通テスト利用推薦 判定優遇・合否参考 L&R 225、BLR 42＋※2

文学部 英文学科 【学校推薦型】一般推薦 判定優遇・合否参考 L&R 520、BLR 82＋※2

【総合型】総合型（資格評価型）出願資格 L&R 520、BLR 82

【総合型】総合型（資格評価型）試験免除［＜個別＞実技］ L&R 730

国際教育学科 【学校推薦型】IB 出願資格 L&R＋S&W：CEFR A2

【学校推薦型】一般推薦 出願資格 L&R＋S&W：CEFR A2

【学校推薦型】一般推薦 判定優遇・合否参考 ※1

【学校推薦型】
共通テスト利用推薦 出願資格 L&R＋S&W：CEFR A2

【学校推薦型】
共通テスト利用推薦 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】総合型 出願資格 L&R＋S&W：CEFR A2

【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】総合型 試験免除［＜個別＞小論文］ L&R 730

国文学科 【学校推薦型】一般推薦 判定優遇・合否参考 L&R 225、BLR 42＋※2
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山梨 都留文科大学 * 文学部 比較文化学科 【学校推薦型】一般推薦 判定優遇・合否参考 L&R 490、BLR 80＋※2

【学校推薦型】
共通テスト利用推薦 判定優遇・合否参考 L&R 490、BLR 80＋※2

長野 信州大学 経法学部 応用経済学科、総合法律学科 【学校推薦型】推薦Ⅰ 出願資格 L&R 730＋※2

静岡 静岡大学 教育学部 学校教育教員養成課程〔教科教育学
専攻〕〈英語教育専修〉 【学校推薦型】共テ課す推薦 出願資格 L&R 500

静岡文化芸術大学 * 文化政策学部 国際文化学科 【学校推薦型】
英語重点型公募制 出願資格 L&R+S&W：790

愛知 豊橋技術科学大学 工学部
機械工学課程、電気・電子情報工学課
程、情報・知能工学課程、応用化学・生
命工学課程、建築・都市システム学課程

【総合型】総合型（グローバル技術
科学アーキテクト養成コース） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 550

名古屋工業大学 工学部 創造工学教育課程 【学校推薦型】推薦Ⅰ 出願資格 L&R 400、
L&R+S&W：625※3

名古屋大学 医学部 医学科 【学校推薦型】共テを課す 判定優遇・合否参考 ※2

保健学科〔看護学専攻〕 【学校推薦型】共テを課す 判定優遇・合否参考 ※1

保健学科
〔検査技術科学専攻〕 【学校推薦型】共テを課す 判定優遇・合否参考 ※1

保健学科〔作業療法学専攻〕 【学校推薦型】共テを課す 判定優遇・合否参考 ※1

保健学科
〔放射線技術科学専攻〕 【学校推薦型】共テを課す 判定優遇・合否参考 ※1

保健学科〔理学療法学専攻〕 【学校推薦型】共テを課す 判定優遇・合否参考 ※1

教育学部 人間発達科学科 【学校推薦型】共テを課す 判定優遇・合否参考 ※2

経済学部 経済学科、経営学科 【学校推薦型】共テを課す 判定優遇・合否参考 ※1

工学部 化学生命工学科、物理工学科、マテリ
アル工学科、電気電子情報工学科、
機械・航空宇宙工学科、エネルギー
理工学科、環境土木・建築学科

【学校推薦型】共テを課す 判定優遇・合否参考 ※1

情報学部 コンピュータ科学科 【学校推薦型】共テを課す 判定優遇・合否参考 ※1

自然情報学科 【学校推薦型】共テを課す 判定優遇・合否参考 ※1

人間・社会情報学科 【学校推薦型】共テを課す 判定優遇・合否参考 ※1

農学部 生物環境科学科、資源生物科
学科、応用生命科学科 【学校推薦型】共テを課す 判定優遇・合否参考 ※1

文学部 人文学科 【学校推薦型】共テを課さない 判定優遇・合否参考 ※1

法学部 法律・政治学科 【学校推薦型】共テを課す 判定優遇・合否参考 ※2

理学部 数理学科、物理学科、化学科、
生命理学科、地球惑星科学科 【学校推薦型】共テを課す 判定優遇・合否参考 ※1

愛知県立大学 * 外国語学部 ヨーロッパ学科 【学校推薦型】共テ課さない推薦
（愛知県内枠） 出願資格 L&R 650

英米学科 【学校推薦型】共テ課さない推薦
（愛知県内枠） 出願資格 L&R 650

国際関係学科 【学校推薦型】共テ課さない推薦
（愛知県内枠） 出願資格 L&R 650

中国学科 【学校推薦型】共テ課さない推薦
（愛知県内枠） 出願資格 L&R 650

名古屋市立大学 * 人文社会学部 国際文化学科 【学校推薦型】推薦A 出願資格 L&R 580

京都 京都大学 農学部 資源生物科学科 【総合型】特色入試 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 概ね600

食品生物科学科 【総合型】特色入試 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 概ね800

大阪 大阪教育大学 教育学部 学校教育教員養成課程
〔小中教育専攻〕
〈英語教育コース〉

【一般】前 加点［＜共テ＞合計点 /15点］ L&R 600

【一般】前 加点［＜共テ＞合計点 /30点］ L&R 730

【学校推薦型】学校推薦型 加点［＜共テ＞合計点 /15点］ L&R 600

【学校推薦型】学校推薦型 加点［＜共テ＞合計点 /30点］ L&R 730

【一般】前 加点［＜共テ＞合計点 /15点］ L&R 600

【一般】前 加点［＜共テ＞合計点 /30点］ L&R 730

【学校推薦型】学校推薦型 加点［＜共テ＞合計点 /15点］ L&R 600

【学校推薦型】学校推薦型 加点［＜共テ＞合計点 /30点］ L&R 730

教育協働学科
〔スポーツ科学専攻〕

【学校推薦型】学校推薦型 加点［＜個別＞合計点 /10点］ L&R 365

【学校推薦型】学校推薦型 加点［＜個別＞合計点 /20点］ L&R 400

【学校推薦型】学校推薦型 加点［＜個別＞合計点 /30点］ L&R 550

【学校推薦型】学校推薦型 加点［＜個別＞合計点 /50点］ L&R 785

大阪大学 医学部 医学科 【学校推薦型】学校推薦型選抜 判定優遇・合否参考 ※2
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大阪 大阪大学 医学部 保健学科 【学校推薦型】学校推薦型選抜 判定優遇・合否参考 ※2

外国語学部 外国語学科 【総合型】総合型選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 ※2

工学部
応用自然科学科、応用理工学科、
電子情報工学科、環境・エネル
ギー工学科、地球総合工学科

【学校推薦型】学校推薦型選抜 判定優遇・合否参考 ※1

歯学部 歯学科 【学校推薦型】学校推薦型選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1560※3

人間科学部 人間科学科 【総合型】総合型選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

文学部 人文学科 【総合型】総合型選抜 判定優遇・合否参考 ※2

法学部 国際公共政策学科 【総合型】総合型選抜 出願資格 ※1

【総合型】総合型選抜 判定優遇・合否参考 ※2

法学科 【総合型】総合型選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 ※2

薬学部 薬学科 【学校推薦型】学校推薦型選抜 判定優遇・合否参考 ※2

兵庫 神戸大学 海洋政策科学部 海洋政策科学科〔海技ライセンスコース
（航海学領域、機関学領域）〕 【総合型】「志」特別 判定優遇・合否参考 ※1

海洋政策科学科
〔海洋ガバナンス領域〕 【総合型】「志」特別 判定優遇・合否参考 ※1

海洋政策科学科
〔海洋応用科学領域〕 【総合型】「志」特別 判定優遇・合否参考 ※1

海洋政策科学科
〔海洋基礎科学領域〕 【総合型】「志」特別 判定優遇・合否参考 ※1

工学部 応用化学科 【総合型】「志」特別 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 750

機械工学科 【総合型】「志」特別 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 750

建築学科 【総合型】「志」特別 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

情報知能工学科 【総合型】「志」特別 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 750

電気電子工学科 【総合型】「志」特別 判定優遇・合否参考 ※1

法学部 法律学科 【総合型】「志」特別 判定優遇・合否参考 ※1

神戸市外国語大学 * 外国語学部（第１部） 英米学科、ロシア学科、
中国学科、イスパニア学科、
国際関係学科

【学校推薦型】神戸市内枠 出願資格 L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】神戸市内枠 得点換算［英語外部検定試験］L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】全国枠 出願資格 L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】全国枠 得点換算［英語外部検定試験］L&R+S&W：1150※3

【総合型】総合型 出願資格 ※1

【総合型】総合型 得点換算［＜出願書類＞
英語外部資格証明書］ ※1

外国語学部（第２部） 英米学科 【学校推薦型】神戸市内枠 出願資格 L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】神戸市内枠 得点換算［英語外部検定試験］L&R+S&W：1150※3

【総合型】総合型 出願資格 ※1

【総合型】総合型 得点換算［＜出願書類＞
英語外部資格証明書］ ※1

兵庫県立大学 * 環境人間学部 環境人間学科 【学校推薦型】学校推薦型 加点［資格・技能/10点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】学校推薦型 加点［資格・技能/25点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】学校推薦型 加点［資格・技能/50点］ L&R+S&W：1845※3

国際商経学部 国際商経学科
〔グローバルビジネスコース〕

【一般】前 出願資格 L&R＋S&W：CEFR B1

【一般】前 得点換算
［＜個別＞外国語 /240点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】前 得点換算
［＜個別＞外国語 /320点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】前 得点換算
［＜個別＞外国語 /400点］ L&R+S&W：1845※3

【学校推薦型】学校推薦型 出願資格 L&R+S&W：1150※3

国際商経学科〔経営学コース〕【一般】後 得点換算
［＜個別＞外国語 /80点］ L&R+S&W：625※3

【一般】後 得点換算
［＜個別＞外国語 /120点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】後 得点換算
［＜個別＞外国語 /160点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】後 得点換算
［＜個別＞外国語 /200点］ L&R+S&W：1845※3

国際商経学科〔経済学コース〕【一般】後 得点換算
［＜個別＞外国語 /80点］ L&R+S&W：625※3
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兵庫 兵庫県立大学 * 国際商経学部 国際商経学科〔経済学コース〕【一般】後 得点換算
［＜個別＞外国語 /120点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】後 得点換算
［＜個別＞外国語 /160点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】後 得点換算
［＜個別＞外国語 /200点］ L&R+S&W：1845※3

鳥取 鳥取大学 工学部 社会システム土木系学科 【総合型】総合型選抜 判定優遇・合否参考 ※2

地域学部 地域学科 【総合型】総合型選抜 判定優遇・合否参考 ※2

農学部 生命環境農学科 【学校推薦型】学校推薦型選
抜薦Ⅰ（募集方法C） 出願資格 L&R 500

【総合型】総合型選抜 判定優遇・合否参考 ※2

島根 島根県立大学 * 人間文化学部 保育教育学科 【学校推薦型】一般推薦 判定優遇・合否参考 ※2

岡山 岡山大学 グローバル・ディスカバ
リー・プログラム

－ 【総合型】ディスカバリー 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】ディスカバリー 出願資格、試験免除、得点換算［＜個別＞
最終選抜の記述問題（英語）/満点］

L&R＋S&W：
CEFR B2＋※2

医学部 保健学科 【学校推薦型】推薦Ⅰ 判定優遇・合否参考 ※1

教育学部 学校教育教員養成課程
〔中学校教育コース〕〈英語〉 【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 ※1

経済学部
（夜間主コース） 経済学科 【学校推薦型】推薦Ⅰ 判定優遇・合否参考 ※1

歯学部 歯学科 【学校推薦型】推薦Ⅱ 判定優遇・合否参考 ※1

農学部 総合農業科学科 【学校推薦型】推薦Ⅰ 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

文学部 人文学科 【学校推薦型】推薦Ⅰ 判定優遇・合否参考 ※1

法学部（昼間コース） 法学科 【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 ※1

広島 広島大学 医学部 医学科 【一般】前 得点換算
［＜共テ＞外国語 /満点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】学校推薦型
（ふるさと枠）

得点換算
［＜共テ＞英語 /満点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】学校推薦型
（ふるさと枠） 加点［＜共テ＞英語 /10点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】Ⅱ型 得点換算
［＜共テ＞英語 /満点］ L&R+S&W：1560※3

保健学科 【総合型】Ⅱ型 得点換算
［＜共テ＞英語 /満点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】Ⅱ型（大学院進学型） 出願資格 L&R+S&W：1150※3

保健学科〔看護学専攻〕 【一般】前（文科系） 得点換算
［＜共テ＞外国語 /満点］ L&R+S&W：1560※3

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

保健学科〔作業療法専攻〕 【一般】前（文科系） 得点換算
［＜共テ＞外国語 /満点］ L&R+S&W：1560※3

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

保健学科〔理学療法専攻〕 【一般】前（文科系） 得点換算
［＜共テ＞外国語 /満点］ L&R+S&W：1560※3

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

教育学部 第一類（学校教育系）
〔初等教育教員養成コース〕

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

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

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

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

【総合型】Ⅱ型 得点換算
［＜共テ＞英語 /満点］ L&R+S&W：1560※3

第一類（学校教育系）
〔特別支援教育教員養成コース〕

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

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

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

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

【総合型】Ⅱ型 得点換算
［＜共テ＞英語 /満点］ L&R+S&W：1560※3

第二類（科学文化教育系）
〔技術・情報系コース〕

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

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

第二類（科学文化教育系）
〔自然系コース〕

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

【一般】後 得点換算
［＜共テ＞外国語 /満点］ L&R+S&W：1560※3
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広島 広島大学 教育学部 第二類（科学文化教育系）
〔自然系コース〕 【総合型】Ⅱ型 得点換算

［＜共テ＞英語 /満点］ L&R+S&W：1560※3

第二類（科学文化教育系）
〔社会系コース〕

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

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

【総合型】Ⅱ型 得点換算
［＜共テ＞英語 /満点］ L&R+S&W：1560※3

第二類（科学文化教育系）
〔数理系コース〕

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

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

第三類（言語文化教育系） 【一般】前 得点換算
［＜共テ＞外国語 /満点］ L&R+S&W：1560※3

第三類（言語文化教育系）
〔英語文化系コース〕

【総合型】Ⅰ型 加点
［＜個別＞最終選考/20点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】Ⅰ型 加点
［＜個別＞最終選考/40点］ L&R+S&W：1845※3

第三類（言語文化教育系）
〔国語文化系コース〕 【学校推薦型】学校推薦型 得点換算

［＜共テ＞英語/満点］ L&R+S&W：1560※3

第四類（生涯活動教育系）
〔音楽文科系コース〕

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

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

第四類（生涯活動教育系）
〔健康スポーツ系コース〕

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

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

第四類（生涯活動教育系）
〔造形芸術系コース〕

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

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

第四類（生涯活動教育系）
〔人間生活系コース〕

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

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

【学校推薦型】学校推薦型 得点換算
［＜共テ＞英語 /満点］ L&R+S&W：1560※3

第五類（人間形成基礎系） 【一般】前 得点換算
［＜共テ＞外国語 /満点］ L&R+S&W：1560※3

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

第五類（人間形成基礎系）
〔教育学系コース〕 【総合型】Ⅱ型 得点換算

［＜共テ＞英語 /満点］ L&R+S&W：1560※3

第五類（人間形成基礎系）
〔心理学系コース〕 【総合型】Ⅱ型 得点換算

［＜共テ＞英語 /満点］ L&R+S&W：1560※3

経済学部（昼間コース） 経済学科 【一般】前 得点換算
［＜共テ＞外国語 /満点］ L&R+S&W：1560※3

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

【学校推薦型】学校推薦型 得点換算
［＜共テ＞英語 /満点］ L&R+S&W：1560※3

経済学部
（夜間主コース）

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

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

【学校推薦型】学校推薦型 得点換算
［＜共テ＞英語 /満点］ L&R+S&W：1560※3

工学部 工学特別コース 【一般】前 得点換算
［＜共テ＞外国語 /満点］ L&R+S&W：1560※3

第一類
（機械・輸送・材料・エネルギー
系）

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

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

【総合型】Ⅱ型 得点換算
［＜共テ＞英語 /満点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】Ⅱ型 加点
［＜個別＞第1次選考/5点］ L&R+S&W：1150※3

【総合型】Ⅱ型 加点
［＜個別＞第1次選考/10点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】Ⅱ型 加点
［＜個別＞第1次選考/20点］ L&R+S&W：1845※3

第二類
（電気電子・システム情報系）

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

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

【総合型】Ⅱ型 得点換算
［＜共テ＞英語 /満点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】Ⅱ型 加点
［＜出願書類＞第1次選考/5点］ L&R+S&W：1150※3

【総合型】Ⅱ型 加点
［＜出願書類＞第1次選考/10点］L&R+S&W：1560※3

第三類
（応用化学・生物工学・化学
工学系）

【一般】前 得点換算
［＜共テ＞外国語 /満点］ L&R+S&W：1560※3
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広島 広島大学 工学部 第三類
（応用化学・生物工学・化学
工学系）

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

【総合型】Ⅱ型 得点換算
［＜共テ＞英語/満点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】Ⅱ型 加点
［＜個別＞第1次選考/10点］ L&R+S&W：1150※3

第四類（建設・環境系） 【一般】前 得点換算
［＜共テ＞外国語/満点］ L&R+S&W：1560※3

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

【総合型】Ⅱ型 得点換算
［＜共テ＞英語/満点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】Ⅱ型 加点
［＜個別＞第1次選考/20点］ L&R+S&W：1560※3

歯学部 口腔健康科学科
〔口腔工学専攻〕

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

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

【総合型】Ⅱ型 得点換算
［＜共テ＞英語/満点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】Ⅱ型 加点［＜個別＞合計点/25点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】Ⅱ型 加点［＜個別＞合計点/50点］ L&R+S&W：1845※3

口腔健康科学科
〔口腔保健学専攻〕

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

【総合型】Ⅱ型 得点換算
［＜共テ＞英語/満点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】Ⅱ型 加点［＜個別＞合計点/25点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】Ⅱ型 加点［＜個別＞合計点/50点］ L&R+S&W：1845※3

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

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

【総合型】Ⅱ型 得点換算
［＜共テ＞英語 /満点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】Ⅱ型 加点［＜個別＞合計点/25点］L&R+S&W：1560※3

【総合型】Ⅱ型 加点［＜個別＞合計点/50点］L&R+S&W：1845※3

情報科学部 情報科学科 【一般】前A型 得点換算
［＜共テ＞外国語/満点］ L&R+S&W：1560※3

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

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

【総合型】Ⅱ型 得点換算
［＜共テ＞英語/満点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】Ⅱ型 加点
［＜個別＞第1次選考/5点］ L&R+S&W：1150※3

【総合型】Ⅱ型 加点
［＜個別＞第1次選考/10点］ L&R+S&W：1560※3

生物生産学部 生物生産学科 【一般】前 得点換算
［＜共テ＞外国語/満点］ L&R+S&W：1560※3

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

【学校推薦型】学校推薦型 得点換算
［＜共テ＞英語/満点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】Ⅱ型 得点換算
［＜共テ＞英語/満点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】Ⅱ型 加点
［＜個別＞第1次選考/2点］ L&R+S&W：1150※3

【総合型】Ⅱ型 加点
［＜個別＞第1次選考/6点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】Ⅱ型 加点
［＜個別＞第1次選考/10点］ L&R+S&W：1845※3

総合科学部 国際共創学科 【一般】前（文科系） 得点換算
［＜共テ＞外国語/満点］ L&R+S&W：1560※3

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

【総合型】IGS国内選抜型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

総合科学科 【一般】前（文科系） 得点換算
［＜共テ＞外国語/満点］ L&R+S&W：1560※3

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

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

【総合型】Ⅰ型 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

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

【一般】後 得点換算
［＜共テ＞外国語/満点］ L&R+S&W：1560※3
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広島 広島大学 文学部 人文学科 【総合型】Ⅱ型 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】Ⅱ型 得点換算
［＜共テ＞英語/満点］ L&R+S&W：1560※3

法学部（昼間コース） 法学科 【一般】前 得点換算
［＜共テ＞外国語/満点］ L&R+S&W：1560※3

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

【総合型】Ⅱ型 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】Ⅱ型 得点換算
［＜共テ＞英語/満点］ L&R+S&W：1560※3

法学部（夜間主コース） 法学科 【一般】前 得点換算
［＜共テ＞外国語/満点］ L&R+S&W：1560※3

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

薬学部 薬学科 【総合型】Ⅱ型 得点換算
［＜共テ＞英語/満点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】Ⅱ型 加点
［＜個別＞最終選考/5点］ L&R+S&W：1150※3

【総合型】Ⅱ型 加点
［＜個別＞最終選考/10点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】Ⅱ型 加点
［＜個別＞最終選考/15点］ L&R+S&W：1845※3

薬学科、薬科学科 【一般】前 得点換算
［＜共テ＞外国語/満点］ L&R+S&W：1560※3

薬科学科 【学校推薦型】学校推薦型 得点換算
［＜共テ＞英語/満点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】学校推薦型 加点［＜個別＞合計点/5点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】学校推薦型 加点［＜個別＞合計点/10点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】学校推薦型 加点［＜個別＞合計点/15点］ L&R+S&W：1845※3

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

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

【総合型】Ⅰ型 判定優遇・合否参考 ※1 、  ※3

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

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

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

【総合型】Ⅰ型 判定優遇・合否参考 ※1 、  ※3

地球惑星システム学科 【一般】前 得点換算
［＜共テ＞外国語/満点］ L&R+S&W：1560※3

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

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

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

叡啓大学 * ソーシャルシステムデザイン
学部

ソーシャルシステムデザイン学科 【一般】一般 出願資格 L&R+S&W：1150※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 出願資格 L&R+S&W：1150※3

尾道市立大学 * 経済情報学部 経済情報学科 【一般】前 加点
［取得資格・検定等/5点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】後（A、B） 加点
［取得資格・検定等/5点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】
学校推薦型選抜（一般推薦）

加点
［取得資格・検定等/5点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】
学校推薦型選抜（特別推薦）

加点
［取得資格・検定等/5点］ L&R+S&W：1150※3

県立広島大学 * 地域創生学部 地域創生学科
〔地域文化コース〕

【学校推薦型】県内高等学校等（異文化体
験枠）、県外高等学校等（異文化体験枠） 判定優遇・合否参考 ※1

広島市立大学 * 国際学部 国際学科 【学校推薦型】
市内公募、全国公募 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 ※2

山口 山口大学 教育学部 学校教育教員養成課程〔小学校
教育コース〕〈小学校総合選修〉 【総合型】総合型

加点［＜第一次選抜＞
英語の資格・検定試験等］ L&R 350

経済学部 観光政策学科 【総合型】総合型 加点［＜第一次選抜＞
英語の資格・検定試験等］ L&R 350

経営学科 【総合型】総合型 加点［＜第一次選抜＞
英語の資格・検定試験等］ L&R 350
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山口 山口大学 経済学部 経済学科 【総合型】総合型 加点［＜第一次選抜＞
英語の資格・検定試験等］ L&R 350

工学部 応用化学科 【総合型】総合型 加点［＜第一次選抜＞
英語の資格・検定試験等］ L&R 350

感性デザイン工学科 【総合型】総合型 加点［＜第一次選抜＞
英語の資格・検定試験等］ L&R 350

機械工学科 【総合型】総合型 加点［＜第一次選抜＞
英語の資格・検定試験等］ L&R 350

社会建設工学科 【総合型】総合型 加点［＜第一次選抜＞
英語の資格・検定試験等］ L&R 350

循環環境工学科 【総合型】総合型 加点［＜第一次選抜＞
英語の資格・検定試験等］ L&R 350

知能情報工学科 【総合型】総合型 加点［＜第一次選抜＞
英語の資格・検定試験等］ L&R 350

電気電子工学科 【総合型】総合型 加点［＜第一次選抜＞
英語の資格・検定試験等］ L&R 350

国際総合科学部 国際総合科学科 【一般】前 加点［＜個別＞英語/10点］ L&R 460

【一般】前 加点［＜個別＞英語/20点］ L&R 600

【一般】前 加点［＜個別＞英語/30点］ L&R 730

【一般】後 加点［＜個別＞小論文/20点］ L&R 460

【一般】後 加点［＜個別＞小論文/40点］ L&R 600

【一般】後 加点［＜個別＞小論文/60点］ L&R 730

【総合型】総合型 加点［＜第一次選抜＞
英語の資格・検定試験等］ L&R 350

【総合型】総合型 加点［＜第一次選抜＞資格・
検定試験等］ L&R 500

人文学部 人文学科 【総合型】総合型 加点［＜第一次選抜＞
英語の資格・検定試験等］ L&R 350

【総合型】総合型 加点［＜第一次選抜＞資格・
検定試験等］ L&R 500

理学部 化学科 【総合型】総合型 加点［＜第一次選抜＞
英語の資格・検定試験等］ L&R 350

地球圏システム科学科 【総合型】総合型 加点［＜第一次選抜＞
英語の資格・検定試験等］ L&R 350

物理・情報科学科 【総合型】総合型 加点［＜第一次選抜＞
英語の資格・検定試験等］ L&R 350

下関市立大学 * 経済学部 経済学科、国際商学科、
公共マネジメント学科 【学校推薦型】地域推薦A 出願資格 L&R 500

徳島 徳島大学 総合科学部 社会総合科学科 【学校推薦型】
推薦Ⅰ英語能力重視型 出願資格 L&R 550

香川 香川大学 創造工学部 創造工学科 【学校推薦型】推薦型Ⅱ 判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】総合型選抜 判定優遇・合否参考 ※1

農学部 応用生物科学科 【学校推薦型】推薦型Ⅱ 判定優遇・合否参考 ※1

高知 高知工科大学 * 経済・マネジメント学群 スポーツマネジメント専攻 【総合型】英語区分 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】英語区分 試験免除
［＜個別＞英語能力検査］ L&R＋S&W：CEFR B2

企業・起業マネジメント専攻 【総合型】英語区分 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】英語区分 試験免除
［＜個別＞英語能力検査］ L&R＋S&W：CEFR B2

経済政策専攻 【総合型】英語区分 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】英語区分 試験免除
［＜個別＞英語能力検査］ L&R＋S&W：CEFR B2

国際経済マネジメント専攻 【総合型】英語区分 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】英語区分 試験免除
［＜個別＞英語能力検査］ L&R＋S&W：CEFR B2

数理経済マネジメント専攻 【総合型】英語区分 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】英語区分 試験免除
［＜個別＞英語能力検査］ L&R＋S&W：CEFR B2

地域・行政システム専攻 【総合型】英語区分 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】英語区分 試験免除
［＜個別＞英語能力検査］ L&R＋S&W：CEFR B2

人間行動専攻 【総合型】英語区分 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】英語区分 試験免除
［＜個別＞英語能力検査］ L&R＋S&W：CEFR B2

福岡 九州工業大学 工学部 工学 1類 【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/4点］ L&R+S&W：595※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/8点］ L&R+S&W：625※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/12点］ L&R+S&W：755※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

福岡 九州工業大学 工学部 工学 1類 【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/16点］ L&R+S&W：835※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/20点］ L&R+S&W：915※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/24点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/28点］ L&R+S&W：1180※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/32点］ L&R+S&W：1380※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/36点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/40点］ L&R+S&W：1845※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/3点］ L&R+S&W：595※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/6点］ L&R+S&W：625※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/9点］ L&R+S&W：755※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/12点］ L&R+S&W：835※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/15点］ L&R+S&W：915※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/18点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/21点］ L&R+S&W：1180※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/24点］ L&R+S&W：1380※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/27点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/30点］ L&R+S&W：1845※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/2.4点］ L&R+S&W：595※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/4.8点］ L&R+S&W：625※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/7.2点］ L&R+S&W：755※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/9.6点］ L&R+S&W：835※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/12点］ L&R+S&W：915※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/14.4点］ L&R+S&W：1150※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/16.8点］ L&R+S&W：1180※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/19.2点］ L&R+S&W：1380※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/21.6点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/24点］ L&R+S&W：1845※3

工学 1類、工学 2類、
工学 3類、工学 4類、
工学 5類

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語/4点］ L&R+S&W：595※3

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語/8点］ L&R+S&W：625※3

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語/12点］ L&R+S&W：755※3

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語/16点］ L&R+S&W：835※3

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語/20点］ L&R+S&W：915※3

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語/24点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語/28点］ L&R+S&W：1180※3

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語/32点］ L&R+S&W：1380※3

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語/36点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語/40点］ L&R+S&W：1845※3

【学校推薦型】推薦Ⅱ 加点［＜共テ＞外国語/4点］ L&R+S&W：595※3

【学校推薦型】推薦Ⅱ 加点［＜共テ＞外国語/8点］ L&R+S&W：625※3

【学校推薦型】推薦Ⅱ 加点［＜共テ＞外国語/12点］ L&R+S&W：755※3

【学校推薦型】推薦Ⅱ 加点［＜共テ＞外国語/16点］ L&R+S&W：835※3

【学校推薦型】推薦Ⅱ 加点［＜共テ＞外国語/20点］ L&R+S&W：915※3

【学校推薦型】推薦Ⅱ 加点［＜共テ＞外国語/24点］ L&R+S&W：1150※3
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福岡 九州工業大学 工学部 工学 1類、工学 2類、
工学 3類、工学 4類、
工学 5類

【学校推薦型】推薦Ⅱ 加点［＜共テ＞外国語/28点］ L&R+S&W：1180※3

【学校推薦型】推薦Ⅱ 加点［＜共テ＞外国語/32点］ L&R+S&W：1380※3

【学校推薦型】推薦Ⅱ 加点［＜共テ＞外国語/36点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】推薦Ⅱ 加点［＜共テ＞外国語/40点］ L&R+S&W：1845※3

【総合型】総合型Ⅱ 加点［＜共テ＞外国語/4点］ L&R+S&W：595※3

【総合型】総合型Ⅱ 加点［＜共テ＞外国語/8点］ L&R+S&W：625※3

【総合型】総合型Ⅱ 加点［＜共テ＞外国語/12点］ L&R+S&W：755※3

【総合型】総合型Ⅱ 加点［＜共テ＞外国語/16点］ L&R+S&W：835※3

【総合型】総合型Ⅱ 加点［＜共テ＞外国語/20点］ L&R+S&W：915※3

【総合型】総合型Ⅱ 加点［＜共テ＞外国語/24点］ L&R+S&W：1150※3

【総合型】総合型Ⅱ 加点［＜共テ＞外国語/28点］ L&R+S&W：1180※3

【総合型】総合型Ⅱ 加点［＜共テ＞外国語/32点］ L&R+S&W：1380※3

【総合型】総合型Ⅱ 加点［＜共テ＞外国語/36点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】総合型Ⅱ 加点［＜共テ＞外国語/40点］ L&R+S&W：1845※3

工学 2類 【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/4点］ L&R+S&W：595※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/8点］ L&R+S&W：625※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/12点］ L&R+S&W：755※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/16点］ L&R+S&W：835※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/20点］ L&R+S&W：915※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/24点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/28点］ L&R+S&W：1180※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/32点］ L&R+S&W：1380※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/36点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/40点］ L&R+S&W：1845※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/3点］ L&R+S&W：595※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/6点］ L&R+S&W：625※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/9点］ L&R+S&W：755※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/12点］ L&R+S&W：835※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/15点］ L&R+S&W：915※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/18点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/21点］ L&R+S&W：1180※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/24点］ L&R+S&W：1380※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/27点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/30点］ L&R+S&W：1845※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/2.4点］ L&R+S&W：595※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/4.8点］ L&R+S&W：625※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/7.2点］ L&R+S&W：755※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/9.6点］ L&R+S&W：835※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/12点］ L&R+S&W：915※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/14.4点］ L&R+S&W：1150※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/16.8点］ L&R+S&W：1180※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/19.2点］ L&R+S&W：1380※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/21.6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

福岡 九州工業大学 工学部 工学 2類 【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/24点］ L&R+S&W：1845※3

工学 3類 【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/4点］ L&R+S&W：595※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/8点］ L&R+S&W：625※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/12点］ L&R+S&W：755※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/16点］ L&R+S&W：835※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/20点］ L&R+S&W：915※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/24点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/28点］ L&R+S&W：1180※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/32点］ L&R+S&W：1380※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/36点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/40点］ L&R+S&W：1845※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/3点］ L&R+S&W：595※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/6点］ L&R+S&W：625※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/9点］ L&R+S&W：755※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/12点］ L&R+S&W：835※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/15点］ L&R+S&W：915※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/18点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/21点］ L&R+S&W：1180※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/24点］ L&R+S&W：1380※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/27点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/30点］ L&R+S&W：1845※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/2.4点］ L&R+S&W：595※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/4.8点］ L&R+S&W：625※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/7.2点］ L&R+S&W：755※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/9.6点］ L&R+S&W：835※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/12点］ L&R+S&W：915※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/14.4点］ L&R+S&W：1150※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/16.8点］ L&R+S&W：1180※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/19.2点］ L&R+S&W：1380※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/21.6点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/24点］ L&R+S&W：1845※3

工学 4類 【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/4点］ L&R+S&W：595※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/8点］ L&R+S&W：625※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/12点］ L&R+S&W：755※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/16点］ L&R+S&W：835※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/20点］ L&R+S&W：915※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/24点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/28点］ L&R+S&W：1180※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/32点］ L&R+S&W：1380※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/36点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/40点］ L&R+S&W：1845※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/3点］ L&R+S&W：595※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/6点］ L&R+S&W：625※3
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福岡 九州工業大学 工学部 工学 4類 【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/9点］ L&R+S&W：755※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/12点］ L&R+S&W：835※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/15点］ L&R+S&W：915※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/18点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/21点］ L&R+S&W：1180※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/24点］ L&R+S&W：1380※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/27点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/30点］ L&R+S&W：1845※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/2.4点］ L&R+S&W：595※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/4.8点］ L&R+S&W：625※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/7.2点］ L&R+S&W：755※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/9.6点］ L&R+S&W：835※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/12点］ L&R+S&W：915※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/14.4点］ L&R+S&W：1150※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/16.8点］ L&R+S&W：1180※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/19.2点］ L&R+S&W：1380※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/21.6点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/24点］ L&R+S&W：1845※3

工学 5類 【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/4点］ L&R+S&W：595※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/8点］ L&R+S&W：625※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/12点］ L&R+S&W：755※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/16点］ L&R+S&W：835※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/20点］ L&R+S&W：915※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/24点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/28点］ L&R+S&W：1180※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/32点］ L&R+S&W：1380※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/36点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/40点］ L&R+S&W：1845※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/3点］ L&R+S&W：595※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/6点］ L&R+S&W：625※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/9点］ L&R+S&W：755※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/12点］ L&R+S&W：835※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/15点］ L&R+S&W：915※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/18点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/21点］ L&R+S&W：1180※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/24点］ L&R+S&W：1380※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/27点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/30点］ L&R+S&W：1845※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/2.4点］ L&R+S&W：595※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/4.8点］ L&R+S&W：625※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/7.2点］ L&R+S&W：755※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/9.6点］ L&R+S&W：835※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/12点］ L&R+S&W：915※3
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福岡 九州工業大学 工学部 工学 5類 【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/14.4点］ L&R+S&W：1150※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/16.8点］ L&R+S&W：1180※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/19.2点］ L&R+S&W：1380※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/21.6点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/24点］ L&R+S&W：1845※3

情報工学部 情工 1類 【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/3点］ L&R+S&W：595※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/6点］ L&R+S&W：625※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/9点］ L&R+S&W：755※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/12点］ L&R+S&W：835※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/15点］ L&R+S&W：915※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検
査（英語）/18点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/21点］ L&R+S&W：1180※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/24点］ L&R+S&W：1380※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/27点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/30点］ L&R+S&W：1845※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/2.4点］ L&R+S&W：595※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/4.8点］ L&R+S&W：625※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/7.2点］ L&R+S&W：755※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/9.6点］ L&R+S&W：835※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/12点］ L&R+S&W：915※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/14.4点］ L&R+S&W：1150※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/16.8点］ L&R+S&W：1180※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/19.2点］ L&R+S&W：1380※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/21.6点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/24点］ L&R+S&W：1845※3

情工1類、情工2類、情工3類 【一般】前 加点［＜共テ＞外国語/4点］ L&R+S&W：595※3

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語/8点］ L&R+S&W：625※3

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語/12点］ L&R+S&W：755※3

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語/16点］ L&R+S&W：835※3

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語/20点］ L&R+S&W：915※3

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語/24点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語/28点］ L&R+S&W：1180※3

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語/32点］ L&R+S&W：1380※3

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語/36点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語/40点］ L&R+S&W：1845※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/4点］ L&R+S&W：595※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/8点］ L&R+S&W：625※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/12点］ L&R+S&W：755※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/16点］ L&R+S&W：835※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/20点］ L&R+S&W：915※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/24点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/28点］ L&R+S&W：1180※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/32点］ L&R+S&W：1380※3
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福岡 九州工業大学 情報工学部 情工1類、情工2類、情工3類 【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/36点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語/40点］ L&R+S&W：1845※3

【総合型】総合型Ⅱ 加点［＜共テ＞外国語/4点］ L&R+S&W：595※3

【総合型】総合型Ⅱ 加点［＜共テ＞外国語/8点］ L&R+S&W：625※3

【総合型】総合型Ⅱ 加点［＜共テ＞外国語/12点］ L&R+S&W：755※3

【総合型】総合型Ⅱ 加点［＜共テ＞外国語/16点］ L&R+S&W：835※3

【総合型】総合型Ⅱ 加点［＜共テ＞外国語/20点］ L&R+S&W：915※3

【総合型】総合型Ⅱ 加点［＜共テ＞外国語/24点］ L&R+S&W：1150※3

【総合型】総合型Ⅱ 加点［＜共テ＞外国語/28点］ L&R+S&W：1180※3

【総合型】総合型Ⅱ 加点［＜共テ＞外国語/32点］ L&R+S&W：1380※3

【総合型】総合型Ⅱ 加点［＜共テ＞外国語/36点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】総合型Ⅱ 加点［＜共テ＞外国語/40点］ L&R+S&W：1845※3

情工 2類 【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/3点］ L&R+S&W：595※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/6点］ L&R+S&W：625※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/9点］ L&R+S&W：755※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/12点］ L&R+S&W：835※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/15点］ L&R+S&W：915※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/18点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/21点］ L&R+S&W：1180※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/24点］ L&R+S&W：1380※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/27点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/30点］ L&R+S&W：1845※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/2.4点］ L&R+S&W：595※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/4.8点］ L&R+S&W：625※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/7.2点］ L&R+S&W：755※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/9.6点］ L&R+S&W：835※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/12点］ L&R+S&W：915※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/14.4点］ L&R+S&W：1150※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/16.8点］ L&R+S&W：1180※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/19.2点］ L&R+S&W：1380※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/21.6点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/24点］ L&R+S&W：1845※3

情工 3類 【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/3点］ L&R+S&W：595※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/6点］ L&R+S&W：625※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/9点］ L&R+S&W：755※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/12点］ L&R+S&W：835※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/15点］ L&R+S&W：915※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/18点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/21点］ L&R+S&W：1180※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/24点］ L&R+S&W：1380※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/27点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】推薦Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/30点］ L&R+S&W：1845※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/2.4点］ L&R+S&W：595※3
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福岡 九州工業大学 情報工学部 情工 3類 【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/4.8点］ L&R+S&W：625※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/7.2点］ L&R+S&W：755※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/9.6点］ L&R+S&W：835※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/12点］ L&R+S&W：915※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/14.4点］ L&R+S&W：1150※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/16.8点］ L&R+S&W：1180※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/19.2点］ L&R+S&W：1380※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/21.6点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】総合型Ⅰ 加点［＜個別＞適性検査
（英語）/24点］ L&R+S&W：1845※3

九州大学 共創学部 共創学科 【総合型】総合型Ⅰ 判定優遇・合否参考 ※2

法学部 － 【総合型】総合型Ⅱ 判定優遇・合否参考 ※1

福岡県立大学 * 看護学部 看護学科 【学校推薦型】学校推薦型 加点
［英語の資格・検定試験 /5点］L&R＋S&W：CEFR B1

福岡女子大学 * 国際文理学部 環境科学科 【総合型】総合型選抜 出願資格 ※2

国際教養学科 【総合型】総合型選抜 出願資格 L&R+S&W：1560※3

食・健康学科 【総合型】総合型選抜 出願資格 L&R+S&W：1560※3

北九州市立大学 * 外国語学部 英米学科 【学校推薦型】全国推薦 出願資格 L&R 640

国際関係学科 【学校推薦型】全国推薦 判定優遇・合否参考 L&R 600

文学部 比較文化学科 【学校推薦型】特別推薦 出願資格 L&R 620

佐賀 佐賀大学 教育学部 学校教育課程
〔小中連携教育コース〕 【総合型】総合型選抜Ⅰ 判定優遇・合否参考 ※2

経済学部 経営学科 【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅰ（商業系） 加点［総点］ ※2

経済学科 【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅰ（商業系） 加点［総点］ ※2

経済学科、経営学科、
経済法学科

【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅰ（普通系） 加点［総点］ ※2

長崎 長崎大学 多文化社会学部 多文化社会学科 【一般】前 得点換算
［＜共テ＞外国語/満点］

L&R 730、
L&R+S&W：1000

【総合型】一般枠 出願資格 L&R 730、
L&R+S&W：1000

多文化社会学科
<オランダ特別コース以外> 【一般】後 得点換算

［＜共テ＞外国語/満点］
L&R 730、
L&R+S&W：1000

長崎県立大学 * 経営学部 国際経営学科 【学校推薦型】学校推薦型 出願資格 L&R 550

国際社会学部 国際社会学科 【学校推薦型】学校推薦型 出願資格 L&R 450

【総合型】総合型 出願資格 L&R 550

【総合型】総合型 加点［＜個別＞小論文/10点］ L&R 730

大分 大分大学 経済学部 経済学科、経営システム学科、地域シ
ステム学科、社会イノベーション学科 【総合型】英語資格 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 480

宮崎 宮崎大学 工学部 工学科 【一般】前 試験免除、得点換算
［＜個別＞英語 /満点］ L&R 500

工学科
〔応用物質化学プログラム〕 【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 ※2

工学科
〔応用物理工学プログラム〕 【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 ※1

工学科
〔機械知能工学プログラム〕 【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 ※2

工学科
〔情報通信工学プログラム〕 【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 ※2

工学科
〔電気電子工学プログラム〕 【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 ※1

工学科
〔土木環境工学プログラム〕 【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 ※1

農学部 森林緑地環境科学科 【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 ※2

鹿児島 鹿児島大学 医学部 医学科 【一般】前 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R 785､S&W 310）

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R 785､S&W 310）

【一般】後 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R 785､S&W 310）

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R 785､S&W 310）
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鹿児島 鹿児島大学 医学部 医学科 【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅱ

得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅱ

加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

保健学科〔看護学専攻〕 【一般】前 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【総合型】総合型選抜
（自己推薦型選抜）

得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【総合型】総合型選抜
（自己推薦型選抜）

加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

保健学科〔作業療法学専攻〕 【一般】前 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】後 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

保健学科〔理学療法学専攻〕 【一般】前 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】後 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

教育学部 学校教育教員養成課程
〔初等教育コース〕〈一般〉

【一般】前（文系受験型） 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】前（文系受験型） 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】前（理系受験型） 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】前（理系受験型） 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】後（文系受験型） 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】後（文系受験型） 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】後（理系受験型） 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】後（理系受験型） 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅱ

得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅱ

加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

学校教育教員養成課程
〔初等教育コース〕〈音楽〉

【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅱ

得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅱ

加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

学校教育教員養成課程
〔初等教育コース〕〈保健体育〉

【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅱ

得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅱ

加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

学校教育教員養成課程
〔中等教育コース〕〈英語〉

【一般】前 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅱ

得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅱ

加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

学校教育教員養成課程
〔中等教育コース〕〈音楽〉

【一般】前 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

学校教育教員養成課程
〔中等教育コース〕〈家政〉

【一般】前 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

学校教育教員養成課程
〔中等教育コース〕〈技術〉

【一般】前 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

学校教育教員養成課程
〔中等教育コース〕〈国語〉

【一般】前 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅱ

得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅱ

加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）
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鹿児島 鹿児島大学 教育学部 学校教育教員養成課程
〔中等教育コース〕〈社会〉

【一般】前 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅱ

得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅱ

加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

学校教育教員養成課程
〔中等教育コース〕〈数学〉

【一般】前 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅱ

得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅱ

加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

学校教育教員養成課程
〔中等教育コース〕〈美術〉

【一般】前 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅱ

得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅱ

加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

学校教育教員養成課程
〔中等教育コース〕〈保健体育〉

【一般】前 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

学校教育教員養成課程
〔中等教育コース〕〈理科〉

【一般】前 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅱ

得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅱ

加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

学校教育教員養成課程
〔特別支援教育コース〕

【一般】前（文系受験型） 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】前（文系受験型） 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】前（理系受験型） 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】前（理系受験型） 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】後（文系受験型） 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】後（文系受験型） 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】後（理系受験型） 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】後（理系受験型） 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

共同獣医学部 獣医学科 【一般】前 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】後 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅱ

得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅱ

加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【総合型】総合型選抜
（自己推薦型選抜）

得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【総合型】総合型選抜
（自己推薦型選抜）

加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

工学部 建築学科 【一般】前 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】後 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】学校推薦型選抜Ⅱ
（実技試験型）

得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】学校推薦型選抜Ⅱ
（実技試験型）

加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】学校推薦型選抜Ⅱ
（文系科目重視型）

得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】学校推薦型選抜Ⅱ
（文系科目重視型）

加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】学校推薦型選抜Ⅱ
（理系科目重視型）

得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）
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鹿児島 鹿児島大学 工学部 建築学科 【学校推薦型】学校推薦型選抜Ⅱ
（理系科目重視型）

加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【総合型】総合型選抜
（自己推薦型選抜）

得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【総合型】総合型選抜
（自己推薦型選抜）

加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

先進工学科 【一般】前（通常枠、括り枠） 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】前（通常枠、括り枠） 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】後 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

先進工学科
〔化学工学プログラム〕

【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅱ

得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅱ

加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

先進工学科
〔化学生命工学プログラム〕

【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅱ

得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅱ

加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

先進工学科
〔情報・生体工学プログラム〕

【学校推薦型】学校推薦型選抜Ⅱ（専門
教育を主とする学科及び総合学科）

得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】学校推薦型選抜Ⅱ（専門
教育を主とする学科及び総合学科）

加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

先進工学科
〔電気電子工学プログラム〕

【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅱ

得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅱ

加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

歯学部 歯学科 【一般】前 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】後 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅱ

得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅱ

加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【総合型】総合型選抜
（自己推薦型選抜）

得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【総合型】総合型選抜
（自己推薦型選抜）

加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

水産学部 国際食料資源学特別コース 【総合型】総合型選抜
（自己推薦型選抜）

得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【総合型】総合型選抜
（自己推薦型選抜）

加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

国際食料資源学特別コース
〔水産学系サブコース〕

【一般】前 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

水産学科 【一般】前 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】後 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

農学部 国際食料資源学特別コース 【総合型】総合型選抜
（自己推薦型選抜）

得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【総合型】総合型選抜
（自己推薦型選抜）

加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

国際食料資源学特別コース
〔農学系サブコース〕

【一般】前 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

食料生命科学科 【一般】前 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】後 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【総合型】総合型選抜
（自己推薦型選抜）

得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【総合型】総合型選抜
（自己推薦型選抜）

加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

農業生産科学科 【一般】前 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）
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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

鹿児島 鹿児島大学 農学部 農業生産科学科 【一般】後 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【総合型】総合型選抜
（自己推薦型選抜）

得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【総合型】総合型選抜
（自己推薦型選抜）

加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

農林環境科学科 【一般】前 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】後 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【総合型】総合型選抜
（自己推薦型選抜）

得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【総合型】総合型選抜
（自己推薦型選抜）

加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

法文学部 人文学科 【一般】前 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

人文学科〔心理学コース〕 【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅱ

得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅱ

加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【総合型】総合型選抜
（自己推薦型選抜）

得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【総合型】総合型選抜
（自己推薦型選抜）

加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

人文学科
〔多元地域文化コース〕

【一般】後 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅱ

得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅱ

加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【総合型】総合型選抜
（自己推薦型選抜）

得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【総合型】総合型選抜
（自己推薦型選抜）

加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

法経社会学科〔経済コース〕 【一般】前 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】後 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】学校推薦型選抜Ⅱ（商業科ある
いはこれに準ずる学科、もしくは総合学科）

得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】学校推薦型選抜Ⅱ（商業科ある
いはこれに準ずる学科、もしくは総合学科）

加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅱ（全学科）

得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅱ（全学科）

加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

法経社会学科
〔地域社会コース〕

【一般】前 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】後 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】学校推薦型選抜Ⅱ（商業科ある
いはこれに準ずる学科、もしくは総合学科）

得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】学校推薦型選抜Ⅱ（商業科ある
いはこれに準ずる学科、もしくは総合学科）

加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅱ（全学科）

得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅱ（全学科）

加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

法経社会学科〔法学コース〕 【一般】前 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】後 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅱ

得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）
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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

鹿児島 鹿児島大学 法文学部 法経社会学科〔法学コース〕 【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅱ

加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

理学部 理学科 【一般】後 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】後 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【総合型】総合型選抜
（自己推薦型選抜）

得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【総合型】総合型選抜
（自己推薦型選抜）

加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

理学科〔化学プログラム〕 【一般】前 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅱ

得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅱ

加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

理学科
〔数理情報科学プログラム〕

【一般】前 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

理学科〔生物学プログラム〕 【一般】前 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅱ

得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅱ

加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

理学科〔地球科学プログラム〕【一般】前 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅱ

得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】
学校推薦型選抜Ⅱ

加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

理学科〔物理・宇宙プログラム〕【一般】前 得点換算［＜共テ＞外国語（英語リー
ディング・英語リスニング）/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】前 加点［＜共テ＞外国語（英語リーディン
グ・英語リスニング）/25%］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

沖縄 琉球大学 教育学部 学校教育教員養成課程
〔中学校教育コース〕〈教科教
育専攻［英語教育専修］〉

【学校推薦型】英語重視 出願資格 L&R 600
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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

北海道 札幌学院大学 経済経営学部 経営学科 【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/100点］ L&R+S&W：590

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/110点］ L&R+S&W：640

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/120点］ L&R+S&W：690

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/130点］ L&R+S&W：740

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/140点］ L&R+S&W：790

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/150点］ L&R+S&W：840

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/160点］ L&R+S&W：890

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/170点］ L&R+S&W：940

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/180点］ L&R+S&W：990

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/190点］ L&R+S&W：1040

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/200点］ L&R+S&W：1090

経済学科、経営学科 【一般】スカラシップ（A、B）、
A、B

得点換算［＜個別＞
外国語（英語）/50点］ L&R+S&W：590

【一般】スカラシップ（A、B）、
A、B

得点換算［＜個別＞
外国語（英語）/60点］ L&R+S&W：690

【一般】スカラシップ（A、B）、
A、B

得点換算［＜個別＞
外国語（英語）/70点］ L&R+S&W：790

【一般】スカラシップ（A、B）、
A、B

得点換算［＜個別＞
外国語（英語）/80点］ L&R+S&W：890

【一般】スカラシップ（A、B）、
A、B

得点換算［＜個別＞
外国語（英語）/90点］ L&R+S&W：990

【一般】スカラシップ（A、B）、
A、B

得点換算［＜個別＞
外国語（英語）/100点］ L&R+S&W：1090

【学校推薦型】公募制入試
（グローバル・地域貢献活動重視型） 加点［書類審査］ L&R 230＋※2

【学校推薦型】公募制入試
（課外活動重視型） 加点［書類審査］ L&R 230＋※2

【学校推薦型】公募制入試
（基礎学力重視型） 出願資格、加点［書類審査］ L&R 230＋※2

【学校推薦型】公募制入試
（資格取得・専門教科学力重視型） 加点［書類審査］ L&R 230＋※2

人文学部 こども発達学科 【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/100点］ L&R+S&W：590

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/110点］ L&R+S&W：640

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/120点］ L&R+S&W：690

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/130点］ L&R+S&W：740

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/140点］ L&R+S&W：790

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/150点］ L&R+S&W：840

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/160点］ L&R+S&W：890

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/170点］ L&R+S&W：940

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/180点］ L&R+S&W：990

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/190点］ L&R+S&W：1040

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/200点］ L&R+S&W：1090

英語英米文学科 【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/100点］ L&R+S&W：590

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/110点］ L&R+S&W：640

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/120点］ L&R+S&W：690

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/130点］ L&R+S&W：740

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/140点］ L&R+S&W：790

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/150点］ L&R+S&W：840

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/160点］ L&R+S&W：890

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/170点］ L&R+S&W：940

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/180点］ L&R+S&W：990

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/190点］ L&R+S&W：1040

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/200点］ L&R+S&W：1090

〔Ⅱ-1〕 私立大学 ＜北海道・東北＞
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大学

私立
大学

私立
大学

私立
大学

北海道 札幌学院大学 人文学部 人間科学科 【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/100点］ L&R+S&W：590

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/110点］ L&R+S&W：640

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/120点］ L&R+S&W：690

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/130点］ L&R+S&W：740

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/140点］ L&R+S&W：790

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/150点］ L&R+S&W：840

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/160点］ L&R+S&W：890

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/170点］ L&R+S&W：940

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/180点］ L&R+S&W：990

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/190点］ L&R+S&W：1040

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/200点］ L&R+S&W：1090

人間科学科、英語英米文学
科、こども発達学科

【一般】スカラシップ（A、B）、
A、B

得点換算［＜個別＞
外国語（英語）/50点］ L&R+S&W：590

【一般】スカラシップ（A、B）、
A、B

得点換算［＜個別＞
外国語（英語）/60点］ L&R+S&W：690

【一般】スカラシップ（A、B）、
A、B

得点換算［＜個別＞
外国語（英語）/70点］ L&R+S&W：790

【一般】スカラシップ（A、B）、
A、B

得点換算［＜個別＞
外国語（英語）/80点］ L&R+S&W：890

【一般】スカラシップ（A、B）、
A、B

得点換算［＜個別＞
外国語（英語）/90点］ L&R+S&W：990

【一般】スカラシップ（A、B）、
A、B

得点換算［＜個別＞
外国語（英語）/100点］ L&R+S&W：1090

【学校推薦型】公募制入試
（グローバル・地域貢献活動重視型）加点［書類審査］ L&R 230＋※2

【学校推薦型】公募制入試
（課外活動重視型） 加点［書類審査］ L&R 230＋※2

【学校推薦型】公募制入試
（基礎学力重視型） 出願資格、加点［書類審査］ L&R 230＋※2

【学校推薦型】公募制入試
（資格取得・専門教科学力重視型） 加点［書類審査］ L&R 230＋※2

心理学部 臨床心理学科 【一般】スカラシップ（A、B）、
A、B

得点換算［＜個別＞
外国語（英語）/50点］ L&R+S&W：590

【一般】スカラシップ（A、B）、
A、B

得点換算［＜個別＞
外国語（英語）/60点］ L&R+S&W：690

【一般】スカラシップ（A、B）、
A、B

得点換算［＜個別＞
外国語（英語）/70点］ L&R+S&W：790

【一般】スカラシップ（A、B）、
A、B

得点換算［＜個別＞
外国語（英語）/80点］ L&R+S&W：890

【一般】スカラシップ（A、B）、
A、B

得点換算［＜個別＞
外国語（英語）/90点］ L&R+S&W：990

【一般】スカラシップ（A、B）、
A、B

得点換算［＜個別＞
外国語（英語）/100点］ L&R+S&W：1090

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/100点］ L&R+S&W：590

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/110点］ L&R+S&W：640

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/120点］ L&R+S&W：690

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/130点］ L&R+S&W：740

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/140点］ L&R+S&W：790

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/150点］ L&R+S&W：840

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/160点］ L&R+S&W：890

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/170点］ L&R+S&W：940

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/180点］ L&R+S&W：990

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/190点］ L&R+S&W：1040

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/200点］ L&R+S&W：1090

【学校推薦型】公募制入試
（グローバル・地域貢献活動重視型）加点［書類審査］ L&R 230＋※2

【学校推薦型】公募制入試
（課外活動重視型） 加点［書類審査］ L&R 230＋※2

【学校推薦型】公募制入試
（基礎学力重視型） 出願資格、加点［書類審査］ L&R 230＋※2

【学校推薦型】公募制入試
（資格取得・専門教科学力重視型）加点［書類審査］ L&R 230＋※2

法学部 法律学科 【一般】スカラシップ（A、B）、
A、B

得点換算［＜個別＞
外国語（英語）/50点］ L&R+S&W：590
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北海道 札幌学院大学 法学部 法律学科 【一般】スカラシップ（A、B）、
A、B

得点換算［＜個別＞
外国語（英語）/60点］ L&R+S&W：690

【一般】スカラシップ（A、B）、
A、B

得点換算［＜個別＞
外国語（英語）/70点］ L&R+S&W：790

【一般】スカラシップ（A、B）、
A、B

得点換算［＜個別＞
外国語（英語）/80点］ L&R+S&W：890

【一般】スカラシップ（A、B）、
A、B

得点換算［＜個別＞
外国語（英語）/90点］ L&R+S&W：990

【一般】スカラシップ（A、B）、
A、B

得点換算［＜個別＞
外国語（英語）/100点］ L&R+S&W：1090

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/100点］ L&R+S&W：590

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/110点］ L&R+S&W：640

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/120点］ L&R+S&W：690

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/130点］ L&R+S&W：740

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/140点］ L&R+S&W：790

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/150点］ L&R+S&W：840

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/160点］ L&R+S&W：890

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/170点］ L&R+S&W：940

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/180点］ L&R+S&W：990

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/190点］ L&R+S&W：1040

【一般】共テ利用スカラシップ
（A、B）、共テ利用（A、B、C、D）

得点換算［＜共テ＞
外国語（英語）/200点］ L&R+S&W：1090

【学校推薦型】公募制入試
（グローバル・地域貢献活動重視型）加点［書類審査］ L&R 230＋※2

【学校推薦型】公募制入試
（課外活動重視型） 加点［書類審査］ L&R 230＋※2

【学校推薦型】公募制入試
（基礎学力重視型） 出願資格、加点［書類審査］ L&R 230＋※2

【学校推薦型】公募制入試
（資格取得・専門教科学力重視型） 加点［書類審査］ L&R 230＋※2

札幌大学 地域共創学群 人間社会学域
〔スポーツ文化専攻〕

【一般】A 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /2点］ ※2

【一般】A 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /4点］ ※2

【一般】B 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /2点］ ※2

【一般】B 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /4点］ ※2

【一般】共テ（A、B、C、D） 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /2点］ ※2

【一般】共テ（A、B、C、D） 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /4点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

出願資格、加点［＜書類審査＞
資格取得点 /10点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価 /1点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価 /2点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/15点］ L&R＋S&W：CEFR A1

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/20点］ L&R＋S&W：CEFR A2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/30点］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/40点］ L&R＋S&W：CEFR B2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

出願資格、加点［＜書類審査＞
資格取得点 /10点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価 /1点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価 /2点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/15点］ L&R＋S&W：CEFR A1

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/20点］ L&R＋S&W：CEFR A2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/30点］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/40点］ L&R＋S&W：CEFR B2

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

出願資格、加点［＜書類審査＞
資格取得点 /10点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価 /1点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価 /2点］ ※2
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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

北海道 札幌大学 地域共創学群 人間社会学域
〔スポーツ文化専攻〕

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/15点］ L&R＋S&W：CEFR A1

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/20点］ L&R＋S&W：CEFR A2

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/30点］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/40点］ L&R＋S&W：CEFR B2

人間社会学域
〔リベラルアーツ専攻〕

【一般】A 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /2点］ ※2

【一般】A 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /4点］ ※2

【一般】B 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /2点］ ※2

【一般】B 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /4点］ ※2

【一般】共テ（A、B、C、D） 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /2点］ ※2

【一般】共テ（A、B、C、D） 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /4点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

出願資格、加点［＜書類審査＞
資格取得点/10点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/1点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/2点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/15点］ L&R＋S&W：CEFR A1

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/20点］ L&R＋S&W：CEFR A2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/30点］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/40点］ L&R＋S&W：CEFR B2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

出願資格、加点［＜書類審査＞
資格取得点/10点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/1点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/2点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/15点］ L&R＋S&W：CEFR A1

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/20点］ L&R＋S&W：CEFR A2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/30点］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/40点］ L&R＋S&W：CEFR B2

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

出願資格、加点［＜書類審査＞
資格取得点/10点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/1点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/2点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/15点］ L&R＋S&W：CEFR A1

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/20点］ L&R＋S&W：CEFR A2

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/30点］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/40点］ L&R＋S&W：CEFR B2

人間社会学域
〔ロシア語専攻〕

【一般】A 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /2点］ ※2

【一般】A 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /4点］ ※2

【一般】B 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /2点］ ※2

【一般】B 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /4点］ ※2

【一般】共テ（A、B、C、D） 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /2点］ ※2

【一般】共テ（A、B、C、D） 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /4点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

出願資格、加点［＜書類審査＞
資格取得点/10点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/1点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/2点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/15点］ L&R＋S&W：CEFR A1

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/20点］ L&R＋S&W：CEFR A2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/30点］ L&R＋S&W：CEFR B1
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北海道 札幌大学 地域共創学群 人間社会学域〔ロシア語専攻〕【総合型】自己推薦（資格）＜A、B日程＞
加点［＜書類審査＞資格取得点
/40点］ L&R＋S&W：CEFR B2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

出願資格、加点［＜書類審査＞
資格取得点/10点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/1点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/2点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/15点］ L&R＋S&W：CEFR A1

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/20点］ L&R＋S&W：CEFR A2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/30点］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/40点］ L&R＋S&W：CEFR B2

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

出願資格、加点［＜書類審査＞
資格取得点/10点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/1点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/2点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/15点］ L&R＋S&W：CEFR A1

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/20点］ L&R＋S&W：CEFR A2

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/30点］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/40点］ L&R＋S&W：CEFR B2

人間社会学域〔英語専攻〕 【一般】A 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価/2点］ ※2

【一般】A 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価/4点］ ※2

【一般】B 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価/2点］ ※2

【一般】B 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価/4点］ ※2

【一般】共テ（A、B、C、D） 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価/2点］ ※2

【一般】共テ（A、B、C、D） 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価/4点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

出願資格、加点［＜書類審査＞
資格取得点/20点］ L&R＋S&W：CEFR A2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/1点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/2点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得
点/30点］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得
点/40点］ L&R＋S&W：CEFR B2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

出願資格、加点［＜書類審査＞
資格取得点/20点］ L&R＋S&W：CEFR A2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/1点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/2点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/30点］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/40点］ L&R＋S&W：CEFR B2

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

出願資格、加点［＜書類審査＞
資格取得点/20点］ L&R＋S&W：CEFR A2

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/1点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/2点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/30点］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/40点］ L&R＋S&W：CEFR B2

人間社会学域〔経営学専攻〕 【一般】A 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /2点］ ※2

【一般】A 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /4点］ ※2

【一般】B 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /2点］ ※2

【一般】B 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /4点］ ※2

【一般】共テ（A、B、C、D） 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /2点］ ※2

【一般】共テ（A、B、C、D） 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /4点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

出願資格、加点［＜書類審査＞
資格取得点/10点］ ※2
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北海道 札幌大学 地域共創学群 人間社会学域〔経営学専攻〕 【総合型】自己推薦（資格）＜A、B日程＞
加点［＜書類審査＞主体性等
評価/1点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/2点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/15点］ L&R＋S&W：CEFR A1

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/20点］ L&R＋S&W：CEFR A2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/30点］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/40点］ L&R＋S&W：CEFR B2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

出願資格、加点［＜書類審査＞
資格取得点/10点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/1点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/2点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/15点］ L&R＋S&W：CEFR A1

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/20点］ L&R＋S&W：CEFR A2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/30点］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/40点］ L&R＋S&W：CEFR B2

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

出願資格、加点［＜書類審査＞
資格取得点/10点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/1点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/2点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/15点］ L&R＋S&W：CEFR A1

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/20点］ L&R＋S&W：CEFR A2

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/30点］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/40点］ L&R＋S&W：CEFR B2

人間社会学域〔経済学専攻〕 【一般】A 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価/2点］ ※2

【一般】A 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価/4点］ ※2

【一般】B 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価/2点］ ※2

【一般】B 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価/4点］ ※2

【一般】共テ（A、B、C、D） 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価/2点］ ※2

【一般】共テ（A、B、C、D） 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価/4点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

出願資格、加点［＜書類審査＞
資格取得点/10点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/1点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/2点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/15点］ L&R＋S&W：CEFR A1

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/20点］ L&R＋S&W：CEFR A2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/30点］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/40点］ L&R＋S&W：CEFR B2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

出願資格、加点［＜書類審査＞
資格取得点/10点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/1点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/2点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/15点］ L&R＋S&W：CEFR A1

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/20点］ L&R＋S&W：CEFR A2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/30点］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/40点］ L&R＋S&W：CEFR B2

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

出願資格、加点［＜書類審査＞
資格取得点/10点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/1点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/2点］ ※2
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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

北海道 札幌大学 地域共創学群 人間社会学域〔経済学専攻〕 【総合型】自己推薦（資格）＜D日程＞
加点［＜書類審査＞資格取得点
/15点］ L&R＋S&W：CEFR A1

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/20点］ L&R＋S&W：CEFR A2

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/30点］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/40点］ L&R＋S&W：CEFR B2

人間社会学域
〔日本語・日本文化専攻〕

【一般】A 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価/2点］ ※2

【一般】A 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価/4点］ ※2

【一般】B 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価/2点］ ※2

【一般】B 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価/4点］ ※2

【一般】共テ（A、B、C、D） 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価/2点］ ※2

【一般】共テ（A、B、C、D） 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価/4点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

出願資格、加点［＜書類審査＞
資格取得点/10 点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/1点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/2点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/15点］ L&R＋S&W：CEFR A1

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/20点］ L&R＋S&W：CEFR A2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/30点］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/40点］ L&R＋S&W：CEFR B2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

出願資格、加点［＜書類審査＞
資格取得点/10 点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/1点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/2点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/15点］ L&R＋S&W：CEFR A1

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/20点］ L&R＋S&W：CEFR A2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/30点］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/40点］ L&R＋S&W：CEFR B2

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

出願資格、加点［＜書類審査＞
資格取得点/10点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/1点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/2点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/15点］ L&R＋S&W：CEFR A1

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/20点］ L&R＋S&W：CEFR A2

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/30点］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/40点］ L&R＋S&W：CEFR B2

人間社会学域〔法学専攻〕 【一般】A 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /2点］ ※2

【一般】A 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /4点］ ※2

【一般】B 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /2点］ ※2

【一般】B 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /4点］ ※2

【一般】共テ（A、B、C、D） 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /2点］ ※2

【一般】共テ（A、B、C、D） 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /4点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

出願資格、加点［＜書類審査＞
資格取得点/10点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/1点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/2点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/15点］ L&R＋S&W：CEFR A1

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/20点］ L&R＋S&W：CEFR A2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/30点］ L&R＋S&W：CEFR B1
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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

北海道 札幌大学 地域共創学群 人間社会学域〔法学専攻〕 【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/40点］ L&R＋S&W：CEFR B2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

出願資格、加点［＜書類審査＞
資格取得点 /10点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価 /1点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価 /2点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/15点］ L&R＋S&W：CEFR A1

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/20点］ L&R＋S&W：CEFR A2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/30点］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/40点］ L&R＋S&W：CEFR B2

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

出願資格、加点［＜書類審査＞
資格取得点 /10点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価 /1点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価 /2点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/15点］ L&R＋S&W：CEFR A1

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/20点］ L&R＋S&W：CEFR A2

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/30点］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/40点］ L&R＋S&W：CEFR B2

人間社会学域〔歴史文化専攻〕【一般】A 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /2点］ ※2

【一般】A 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /4点］ ※2

【一般】B 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /2点］ ※2

【一般】B 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /4点］ ※2

【一般】共テ（A、B、C、D） 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /2点］ ※2

【一般】共テ（A、B、C、D） 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /4点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

出願資格、加点［＜書類審査＞
資格取得点/10点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/1点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/2点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/15点］ L&R＋S&W：CEFR A1

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/20点］ L&R＋S&W：CEFR A2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/30点］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/40点］ L&R＋S&W：CEFR B2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

出願資格、加点［＜書類審査＞
資格取得点/10点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/1点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/2点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/15点］ L&R＋S&W：CEFR A1

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/20点］ L&R＋S&W：CEFR A2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/30点］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/40点］ L&R＋S&W：CEFR B2

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

出願資格、加点［＜書類審査＞
資格取得点/10点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/1点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/2点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/15点］ L&R＋S&W：CEFR A1

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/20点］ L&R＋S&W：CEFR A2

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/30点］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/40点］ L&R＋S&W：CEFR B2

－ 【一般】A 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /2点］ ※2
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北海道 札幌大学 地域共創学群 － 【一般】A 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /4点］ ※2

【一般】Aハイレベル
［英語重視］

加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /2点］ ※2

【一般】Aハイレベル
［英語重視］

加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /4点］ ※2

【一般】Aハイレベル
［探究重視］

加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /2点］ ※2

【一般】Aハイレベル
［探究重視］

加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /4点］ ※2

【一般】B 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /2点］ ※2

【一般】B 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /4点］ ※2

【一般】共テ（A、B、C、D） 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /2点］ ※2

【一般】共テ（A、B、C、D） 加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /4点］ ※2

【一般】共テ（Aハイレベル
［探究重視］）

加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /2点］ ※2

【一般】共テ（Aハイレベル
［探究重視］）

加点［＜書類審査（英語関連
試験）＞主体性等評価 /4点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

出願資格、加点［＜書類審査＞
資格取得点/10点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/1点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/2点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/15点］ L&R＋S&W：CEFR A1

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/20点］ L&R＋S&W：CEFR A2

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/30点］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】自己推薦（資格）
＜A、B日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/40点］ L&R＋S&W：CEFR B2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

出願資格、加点［＜書類審査＞
資格取得点/10点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/1点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/2点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/15点］ L&R＋S&W：CEFR A1

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/20点］ L&R＋S&W：CEFR A2

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/30点］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】自己推薦（資格）
＜C日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/40点］ L&R＋S&W：CEFR B2

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

出願資格、加点［＜書類審査＞
資格取得点/10点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/1点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞主体性等
評価/2点］ ※2

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/15点］ L&R＋S&W：CEFR A1

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/20点］ L&R＋S&W：CEFR A2

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/30点］ L&R＋S&W：CEFR B1

【総合型】自己推薦（資格）
＜D日程＞

加点［＜書類審査＞資格取得点
/40点］ L&R＋S&W：CEFR B2

星槎道都大学 経営学部 経営学科 【一般】一般（A、B、C） 加点［書類選考/5点］ L&R 500

【一般】一般（A、B、C） 加点［書類選考/10点］ L&R 600

【一般】共テ利用（A、B、C、D） 加点［書類選考/5点］ L&R 500

【一般】共テ利用（A、B、C、D） 加点［書類選考/10点］ L&R 600

【学校推薦型】一般 加点［調査書・活動報告書評価
/5点］ L&R 500

【学校推薦型】一般 加点［調査書・活動報告書評価
/10点］ L&R 600

【総合型】アンビシャス 加点［調査書・活動報告書評価
/5点］ L&R 500

【総合型】アンビシャス 加点［調査書・活動報告書評価
/10点］ L&R 600

社会福祉学部 社会福祉学科 【一般】一般（A、B、C） 加点［書類選考/5点］ L&R 500

【一般】一般（A、B、C） 加点［書類選考/10点］ L&R 600

【一般】共テ利用（A、B、C、D） 加点［書類選考/5点］ L&R 500
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北海道 星槎道都大学 社会福祉学部 社会福祉学科 【一般】共テ利用（A、B、C、D） 加点［書類選考/10点］ L&R 600

【学校推薦型】一般 加点［調査書・活動報告書評価
/5点］ L&R 500

【学校推薦型】一般 加点［調査書・活動報告書評価
/10点］ L&R 600

【総合型】アンビシャス 加点［調査書・活動報告書評価
/5点］ L&R 500

【総合型】アンビシャス 加点［調査書・活動報告書評価
/10点］ L&R 600

美術学部 デザイン学科、建築学科 【一般】一般（A、B、C） 加点［書類選考 /5点］ L&R 500

【一般】一般（A、B、C） 加点［書類選考 /10点］ L&R 600

【一般】共テ利用（A、B、C、D） 加点［書類選考 /5点］ L&R 500

【一般】共テ利用（A、B、C、D） 加点［書類選考 /10点］ L&R 600

【学校推薦型】一般 加点［調査書・活動報告書評価
/5点］ L&R 500

【学校推薦型】一般 加点［調査書・活動報告書評価
/10点］ L&R 600

【総合型】アンビシャス 加点［調査書・活動報告書評価
/5点］ L&R 500

【総合型】アンビシャス 加点［調査書・活動報告書評価
/10点］ L&R 600

藤女子大学 人間生活学部 子ども教育学科 【学校推薦型】学校推薦型 出願資格 L&R+S&W：625※ 3

食物栄養学科 【学校推薦型】学校推薦型 出願資格 L&R+S&W：625※ 3

人間生活学科 【学校推薦型】学校推薦型 出願資格 L&R+S&W：625※ 3

文学部 英語文化学科 【学校推薦型】学校推薦型 出願資格 L&R+S&W：1150※ 3

日本語・日本文学科 【学校推薦型】学校推薦型 出願資格 L&R+S&W：625※ 3

文化総合学科 【学校推薦型】学校推薦型 出願資格 L&R+S&W：1150※ 3

北星学園大学 文学部 英文学科 【総合型】総合型 出願資格 L&R+S&W：1150※3

北海学園大学 経営学部（１部） 経営学科 【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1200※3

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/105点］L&R+S&W：1305※3

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/120点］L&R+S&W：1410※3

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/135点］L&R+S&W：1515※3

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/150点］L&R+S&W：1620※3

経営情報学科 【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：1200※3

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：1305※3

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1410※3

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1515※3

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1620※3

経営学部（２部） 経営学科 【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：1200※3

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：1305※3

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1410※3

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1515※3

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1620※3

人文学部（１部） 英米文化学科 【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1200※3

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/105点］L&R+S&W：1305※3

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/120点］L&R+S&W：1410※3

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/135点］L&R+S&W：1515※3

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/150点］L&R+S&W：1620※3

【学校推薦型】公募制 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1200※3

日本文化学科 【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：1200※3

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：1305※3
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北海道 北海学園大学 人文学部（１部） 日本文化学科 【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1410※3

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1515※3

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1620※3

人文学部（２部） 英米文化学科 【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：1200※3

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：1305※3

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1410※3

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1515※3

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1620※3

日本文化学科 【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：1200※3

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：1305※3

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1410※3

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1515※3

【一般】一般 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1620※3

北海道文教大学 国際学部 国際教養学科、
国際コミュニケーション学科

【総合型】
プレゼンテーション総合 出願資格 L&R 700＋※2

岩手 富士大学 経済学部 経済学科、経営法学科 【総合型】総合型 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

盛岡大学 文学部 英語文化学科 【学校推薦型】
スポーツ・芸術系推薦 判定優遇・合否参考 ※2

【学校推薦型】一般推薦 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】総合型（併願制） 加点［＜書類審査＞検定・資格］ L&R+S&W：625※3

児童教育学科 【学校推薦型】
スポーツ・芸術系推薦 判定優遇・合否参考 ※2

【学校推薦型】一般推薦 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】総合型（併願制） 加点［＜書類審査＞検定・資格］ L&R+S&W：625※3

社会文化学科 【学校推薦型】
スポーツ・芸術系推薦 判定優遇・合否参考 ※2

【学校推薦型】一般推薦 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】総合型（併願制） 加点［＜書類審査＞検定・資格］ L&R+S&W：625※3

日本文学科 【学校推薦型】
スポーツ・芸術系推薦 判定優遇・合否参考 ※2

【学校推薦型】一般推薦 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】総合型（併願制） 加点［＜書類審査＞検定・資格］ L&R+S&W：625※3

宮城 仙台白百合女子大学 人間学部 グローバル・スタディーズ学科 【一般】A 加点［＜個別＞英語/10点］ L&R 550、 
L&R+S&W：790

【一般】A 加点［＜個別＞英語/20点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

健康栄養学科 【一般】A 加点［＜個別＞英語/10点］ L&R 550、 
L&R+S&W：790

【一般】A 加点［＜個別＞英語/20点］ L&R 785、 
L&R+S&W：1095

心理福祉学科 【一般】A 加点［＜個別＞英語/10点］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】A 加点［＜個別＞英語/20点］ L&R 785、 
L&R+S&W：1095

人間発達学科 【一般】A 加点［＜個別＞英語/10点］ L&R 550、 
L&R+S&W：790

【一般】A 加点［＜個別＞英語/20点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

人間発達学科、心理福祉学
科、健康栄養学科、グローバ
ル・スタディーズ学科

【一般】B 加点［＜個別＞英語/10点］ L&R 550、 
L&R+S&W：790

【一般】B 加点［＜個別＞英語/20点］ L&R 785、 
L&R+S&W：1095

東北学院大学 教養学部 言語文化学科 【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/50～64点］

L&R+S&W：
755～1145※3

【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/100点］ L&R+S&W：1845※3

【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/65～84点］

L&R+S&W：
1150～1555※3

【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/85～99点］

L&R+S&W：
1560～1840※3

情報科学科 【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/50～64点］

L&R+S&W：
755～1145※3

【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/100点］ L&R+S&W：1845※3
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宮城 東北学院大学 教養学部 情報科学科 【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/65～84点］

L&R+S&W：
1150～1555※3

【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/85～99点］

L&R+S&W：
1560～1840※3

地域構想学科 【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/50～64点］

L&R+S&W：
755～1145※3

【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/100点］ L&R+S&W：1845※3

【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/65～84点］

L&R+S&W：
1150～1555※3

【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/85～99点］

L&R+S&W：
1560～1840※3

人間科学科 【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/50～64点］

L&R+S&W：
755～1145※3

【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/100点］ L&R+S&W：1845※3

【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/65～84点］

L&R+S&W：
1150～1555※3

【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/85～99点］

L&R+S&W：
1560～1840※3

経営学部 経営学科 【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/50～64点］

L&R+S&W：
755～1145※3

【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/100点］ L&R+S&W：1845※3

【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/65～84点］

L&R+S&W：
1150～1555※3

【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/85～99点］

L&R+S&W：
1560～1840※3

経済学部 経済学科、共生社会経済学科 【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/50～64点］

L&R+S&W：
755～1145※3

【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/100点］ L&R+S&W：1845※3

【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/65～84点］

L&R+S&W：
1150～1555※3

【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/85～99点］

L&R+S&W：
1560～1840※3

工学部 環境建設工学科 【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/50～64点］

L&R+S&W：
755～1145※3

【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/100点］ L&R+S&W：1845※3

【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/65～84点］

L&R+S&W：
1150～1555※3

【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/85～99点］

L&R+S&W：
1560～1840※3

機械知能工学科 【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/50～64点］

L&R+S&W：
755～1145※3

【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/100点］ L&R+S&W：1845※ 3

【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/65～84点］

L&R+S&W：
1150～1555※3

【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/85～99点］

L&R+S&W：
1560～1840※3

情報基盤工学科 【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/50～64点］

L&R+S&W：
755～1145※3

【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/100点］ L&R+S&W：1845※3

【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/65～84点］

L&R+S&W：
1150～1555※3

【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/85～99点］

L&R+S&W：
1560～1840※3

電気電子工学科 【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/50～64点］

L&R+S&W：
755～1145※3

【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/100点］ L&R+S&W：1845※3

【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/65～84点］

L&R+S&W：
1150～1555※3

【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/85～99点］

L&R+S&W：
1560～1840※3

文学部 英文学科、総合人文学科、
歴史学科、教育学科

【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/50～64点］

L&R+S&W：
755～1145※3

【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/100点］ L&R+S&W：1845※3

【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/65～84点］

L&R+S&W：
1150～1555※3

【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/85～99点］

L&R+S&W：
1560～1840※3

法学部 法律学科 【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/50～64点］

L&R+S&W：
755～1145※3

【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/100点］ L&R+S&W：1845※3

【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/65～84点］

L&R+S&W：
1150～1555※3

【一般】前期（B） 得点換算
［＜個別＞英語/85～99点］

L&R+S&W：
1560～1840※3

東北工業大学 ライフデザイン学部 産業デザイン学科、生活デザイン
学科、経営コミュニケーション学科

【総合型】AOVA選抜
（活動記録重視型）

加点［＜書類審査＞活動記録
報告書/Cランク］ L&R＋S&W：CEFR A1
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宮城 東北工業大学 ライフデザイン学部 産業デザイン学科、生活デザイ
ン学科、経営コミュニケーショ
ン学科

【総合型】AOVA選抜
（活動記録重視型）

加点［＜書類審査＞活動記録
報告書/Bランク］ L&R＋S&W：CEFR A2

【総合型】AOVA選抜
（活動記録重視型）

加点［＜書類審査＞活動記録
報告書/Aランク］ L&R＋S&W：CEFR B1

建築学部 建築学科 【総合型】AOVA選抜
（活動記録重視型）

加点［＜書類審査＞活動記録
報告書/Cランク］ L&R＋S&W：CEFR A1

【総合型】AOVA選抜
（活動記録重視型）

加点［＜書類審査＞活動記録
報告書/Bランク］ L&R＋S&W：CEFR A2

【総合型】AOVA選抜
（活動記録重視型）

加点［＜書類審査＞活動記録
報告書/Aランク］ L&R＋S&W：CEFR B1

工学部 電気電子工学科、情報通信工
学科、都市マネジメント学科、
環境応用化学科

【総合型】AOVA選抜
（活動記録重視型）

加点［＜書類審査＞活動記録
報告書/Cランク］ L&R＋S&W：CEFR A1

【総合型】AOVA選抜
（活動記録重視型）

加点［＜書類審査＞活動記録
報告書/Bランク］ L&R＋S&W：CEFR A2

【総合型】AOVA選抜
（活動記録重視型）

加点［＜書類審査＞活動記録
報告書/Aランク］ L&R＋S&W：CEFR B1

東北福祉大学 教育学部 教育学科 【総合型】Ⅰ期、Ⅱ期 試験免除、得点換算
［＜個別＞英語 /満点］ L&R+S&W：1150

健康科学部 リハビリテーション学科 【総合型】Ⅰ期、Ⅱ期 試験免除、得点換算
［＜個別＞英語 /満点］ L&R+S&W：1150

医療経営管理学科 【総合型】Ⅰ期、Ⅱ期 試験免除、得点換算
［＜個別＞英語 /満点］ L&R+S&W：1150

保健看護学科 【総合型】Ⅰ期、Ⅱ期 試験免除、得点換算
［＜個別＞英語 /満点］ L&R+S&W：1150

総合マネジメント学部 産業福祉マネジメント学科、
情報福祉マネジメント学科 【総合型】Ⅰ期、Ⅱ期 試験免除、得点換算

［＜個別＞英語 /満点］ L&R+S&W：1150

総合福祉学部 社会福祉学科 【総合型】Ⅰ期、Ⅱ期 試験免除、得点換算
［＜個別＞英語 /満点］ L&R+S&W：1150

福祉行政学科 【総合型】Ⅰ期、Ⅱ期 試験免除、得点換算
［＜個別＞英語 /満点］ L&R+S&W：1150

福祉心理学科 【総合型】Ⅰ期、Ⅱ期 試験免除、得点換算
［＜個別＞英語 /満点］ L&R+S&W：1150

福島 東日本国際大学 経済経営学部 経済経営学科 【一般】A（基本３科目型） 試験免除［＜個別＞英語］ L&R 600

【一般】B（基本２科目型） 試験免除［＜個別＞英語］ L&R 600

健康福祉学部 社会福祉学科 【一般】A（基本３科目型） 試験免除［＜個別＞英語］ L&R 600

【一般】B（基本２科目型） 試験免除［＜個別＞英語］ L&R 600
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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



47

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

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

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
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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
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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



67

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
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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

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



74

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 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
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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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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〉）
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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
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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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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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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 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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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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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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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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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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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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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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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 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
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岐阜 岐阜協立大学 看護学部 看護学科 【一般】一般（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ） 加点［＜個別＞英語/10点］ L&R 380

【一般】一般（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ） 加点［＜個別＞英語/100点］ L&R 421、L&R+S&W：625

【一般】共テ（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ） 加点［＜共テ＞外国語（英語）
/10点］ L&R 380

【一般】共テ（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ） 加点［＜共テ＞外国語（英語）
/20点］

L&R 421、
L&R+S&W：625

【総合型】自己推薦 加点［総点/10点］ L&R 380

【総合型】自己推薦 加点［総点/20点］ L&R 421、
L&R+S&W：625

経営学部 情報メディア学科、スポーツ経営
学科

【一般】一般（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ） 加点［＜個別＞英語/10点］ L&R 380

【一般】一般（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ） 加点［＜個別＞英語/100点］ L&R 421、L&R+S&W：625

【一般】共テ（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ） 加点［＜共テ＞外国語（英語）
/10点］ L&R 380

【一般】共テ（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ） 加点［＜共テ＞外国語（英語）
/20点］

L&R 421、
L&R+S&W：625

【学校推薦型】高校推薦 加点［総点/5点］ L&R 380

【学校推薦型】高校推薦 加点［総点/10点］ L&R 421、
L&R+S&W：625

【総合型】課外活動 加点［総点/10点］ L&R 380

【総合型】課外活動 加点［総点/20点］ L&R 421、
L&R+S&W：625

【総合型】自己推薦 加点［総点/10点］ L&R 380

【総合型】自己推薦 加点［総点/20点］ L&R 421、
L&R+S&W：625

【総合型】有資格 出願資格、加点［総点/10点］ L&R 421、
L&R+S&W：625

経済学部 経済学科、公共政策学科 【一般】一般（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ） 加点［＜個別＞英語/10点］ L&R 380

【一般】一般（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ） 加点［＜個別＞英語/100点］ L&R 421、L&R+S&W：625

【一般】共テ（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ） 加点［＜共テ＞外国語（英語）
/10点］ L&R 380

【一般】共テ（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ） 加点［＜共テ＞外国語（英語）
/20点］

L&R 421、
L&R+S&W：625

【学校推薦型】高校推薦 加点［総点/5点］ L&R 380

【学校推薦型】高校推薦 加点［総点/10点］ L&R 421、
L&R+S&W：625

【総合型】課外活動 加点［総点/10点］ L&R 380

【総合型】課外活動 加点［総点/20点］ L&R 421、
L&R+S&W：625

【総合型】自己推薦 加点［総点/10点］ L&R 380

【総合型】自己推薦 加点［総点/20点］ L&R 421、
L&R+S&W：625

【総合型】有資格 出願資格、加点［総点/10点］ L&R 421、
L&R+S&W：625

岐阜聖徳学園大学 外国語学部 外国語学科 【一般】一般A 加点［＜個別＞英語/5点］ L&R 550、
L&R+S&W：1150

【一般】一般A 加点［＜個別＞英語/10点］ L&R 785、
L&R+S&W：1560

【一般】一般B 加点［＜個別＞英語/5点］ L&R 550、
L&R+S&W：1150

【一般】一般B 加点［＜個別＞英語/10点］ L&R 785、
L&R+S&W：1560

【一般】一般C 加点［＜個別＞英語/5点］ L&R 550、
L&R+S&W：1150

【一般】一般C 加点［＜個別＞英語/10点］ L&R 785、
L&R+S&W：1560

【学校推薦型】
課外活動特別推薦方式 判定優遇・合否参考 ※2

【学校推薦型】高校推薦 加点［＜書類審査＞取得資格］※2

【総合型】yawaragi方式 加点［＜書類審査＞取得資格］※2

【総合型】自己 加点［総合点/5点］ L&R 550、
L&R+S&W：1150

【総合型】自己 加点［総合点/10点］ L&R 785、
L&R+S&W：1560

【総合型】自己 加点［＜書類審査＞取得資格］※2

看護学部 看護学科 【一般】一般A 加点［＜個別＞英語/5点］ L&R+S&W：625

【一般】一般A 加点［＜個別＞英語/10点］ L&R 550、
L&R+S&W：1150

【一般】一般A 加点［＜個別＞英語/15点］ L&R 785、
L&R+S&W：1560

〔Ⅱ-4〕 私立大学 ＜東海・北陸＞



116

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

岐阜 岐阜聖徳学園大学 看護学部 看護学科 【一般】一般B 加点［＜個別＞英語/5点］ L&R+S&W：625

【一般】一般B 加点［＜個別＞英語/10点］ L&R 550、
L&R+S&W：1150

【一般】一般B 加点［＜個別＞英語/15点］ L&R 785、
L&R+S&W：1560

【一般】一般C 加点［＜個別＞英語/5点］ L&R+S&W：625

【一般】一般C 加点［＜個別＞英語/10点］ L&R 550、
L&R+S&W：1150

【一般】一般C 加点［＜個別＞英語/15点］ L&R 785、
L&R+S&W：1560

【学校推薦型】高校推薦 加点［総合点/5点］ L&R+S&W：625

【学校推薦型】高校推薦 加点［総合点/10点］ L&R 550、
L&R+S&W：1150

【学校推薦型】高校推薦 加点［総合点/15点］ L&R 785、
L&R+S&W：1560

【学校推薦型】高校推薦 加点［＜書類審査＞取得資格］※2

【学校推薦型】
専門学科・総合学科推薦方式 加点［＜書類審査＞取得資格］※2

【総合型】yawaragi方式 加点［＜書類審査＞取得資格］※2

【総合型】自己 加点［＜個別＞英語の基礎学力
検査/5点］ L&R+S&W：625

【総合型】自己 加点［＜個別＞英語の基礎学力
検査/10点］

L&R 550、
L&R+S&W：1150

【総合型】自己 加点［＜個別＞英語の基礎学力
検査/15点］

L&R 785、
L&R+S&W：1560

【総合型】自己 加点［＜書類審査＞取得資格］※2

教育学部 学校教育課程 【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R 550、L&R+S&W：1150

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R 785、L&R+S&W：1560

【一般】一般C 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 945、L&R+S&W：1845

【総合型】自己 加点［＜書類審査＞取得資格］※2

学校教育課程〔音楽専修〕 【総合型】yawaragi方式 加点［＜書類審査＞取得資格］※2

学校教育課程〔体育専修〕 【総合型】yawaragi方式 加点［＜書類審査＞取得資格］※2

経済情報学部 経済情報学科 【一般】一般A 加点［＜個別＞英語/5点］ L&R+S&W：625

【一般】一般A 加点［＜個別＞英語/10点］ L&R 550、
L&R+S&W：1150

【一般】一般A 加点［＜個別＞英語/15点］ L&R 785、
L&R+S&W：1560

【一般】一般B 加点［＜個別＞英語/5点］ L&R+S&W：625

【一般】一般B 加点［＜個別＞英語/10点］ L&R 550、
L&R+S&W：1150

【一般】一般B 加点［＜個別＞英語/15点］ L&R 785、
L&R+S&W：1560

【一般】一般C 加点［＜個別＞英語/5点］ L&R+S&W：625

【一般】一般C 加点［＜個別＞英語/10点］ L&R 550、
L&R+S&W：1150

【一般】一般C 加点［＜個別＞英語/15点］ L&R 785、
L&R+S&W：1560

【学校推薦型】
課外活動特別推薦方式 判定優遇・合否参考 ※2

【学校推薦型】高校推薦 加点［＜書類審査＞取得資格］※2

【総合型】yawaragi方式 加点［＜書類審査＞取得資格］※2

【総合型】自己 加点［総合点/5点］ L&R+S&W：625

【総合型】自己 加点［総合点/10点］ L&R 550、
L&R+S&W：1150

【総合型】自己 加点［総合点/15点］ L&R 785、
L&R+S&W：1560

【総合型】自己 加点［＜書類審査＞取得資格］※2

中部学院大学 スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 【学校推薦型】一般 加点［書類審査/1点］ ※2

【学校推薦型】一般 加点［書類審査/2点］ ※2

【総合型】キリスト教特別 加点［書類審査/1点］ ※2

【総合型】キリスト教特別 加点［書類審査/2点］ ※2

【総合型】同窓生特別 加点［書類審査/1点］ ※2
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岐阜 中部学院大学 スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 【総合型】同窓生特別 加点［書類審査/2点］ ※2

看護リハビリテーション学部 理学療法学科、看護学科 【学校推薦型】一般 加点［書類審査/1点］ ※2

【学校推薦型】一般 加点［書類審査/2点］ ※2

【総合型】キリスト教特別 加点［書類審査/1点］ ※2

【総合型】キリスト教特別 加点［書類審査/2点］ ※2

【総合型】同窓生特別 加点［書類審査/1点］ ※2

【総合型】同窓生特別 加点［書類審査/2点］ ※2

教育学部 子ども教育学科 【学校推薦型】一般 加点［書類審査/1点］ ※2

【学校推薦型】一般 加点［書類審査/2点］ ※2

【総合型】キリスト教特別 加点［書類審査/1点］ ※2

【総合型】キリスト教特別 加点［書類審査/2点］ ※2

【総合型】同窓生特別 加点［書類審査/1点］ ※2

【総合型】同窓生特別 加点［書類審査/2点］ ※2

人間福祉学部 人間福祉学科 【学校推薦型】一般 加点［書類審査/1点］ ※2

【学校推薦型】一般 加点［書類審査/2点］ ※2

【総合型】キリスト教特別 加点［書類審査/1点］ ※2

【総合型】キリスト教特別 加点［書類審査/2点］ ※2

【総合型】同窓生特別 加点［書類審査/1点］ ※2

【総合型】同窓生特別 加点［書類審査/2点］ ※2

東海学院大学 健康福祉学部 管理栄養学科、総合福祉学科 【学校推薦型】公募制B方式 加点［総点］ L&R 440＋※2

人間関係学部 心理学科、子ども発達学科 【学校推薦型】公募制B方式 加点［総点］ L&R 440＋※2

静岡 静岡英和学院大学 人間社会学部 人間社会学科、コミュニティ福祉
学科

【総合型】I-Brand入試
（グローバル型） 出願資格 L&R+S&W：1150※3

常葉大学 外国語学部 英米語学科、グローバルコミュ
ニケーション学科

【学校推薦型】一般 加点［＜個別＞面接/15点］ L&R+S&W：1350※3

【学校推薦型】一般 加点［＜個別＞面接/20点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】総合能力 加点［高大接続活動/15点］ L&R+S&W：1350※3

【総合型】総合能力 加点［高大接続活動/20点］ L&R+S&W：1560※3

愛知 愛知学院大学 経営学部 経営学科 【一般】前期A 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】前期B 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】共テプラス 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【学校推薦型】公募A、B 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

【総合型】高大接続型
（事前課題型） 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

経済学部 経済学科 【一般】前期A 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】前期B 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】共テプラス 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【学校推薦型】公募A、B 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

歯学部 歯学科 【一般】前期A 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】共テプラス 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【学校推薦型】公募A、B 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

商学部 商学科 【一般】前期A 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】前期B 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】共テプラス 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【学校推薦型】公募B 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

【総合型】AO 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1
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愛知 愛知学院大学 心身科学部 健康栄養学科 【一般】前期A（2月1日） 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】前期A（2月2、3、4日） 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】前期B（2月1日） 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】前期B（2月2、3、4日） 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】共テプラス 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【総合型】高大接続型
（事前体験型） 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

健康科学科 【一般】前期A（Ⅰ型） 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】前期A（Ⅱ型） 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】前期B（Ⅰ型） 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】前期B（Ⅱ型） 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】共テプラス 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【総合型】AO 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

健康科学科、健康栄養学科 【学校推薦型】公募B 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

心理学部 心理学科 【一般】前期A（Ⅰ型） 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】前期A（Ⅱ型） 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】前期B（Ⅰ型） 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】前期B（Ⅱ型） 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】共テプラス 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【学校推薦型】公募A、B 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

【総合型】高大接続型
（事前体験型） 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 【一般】前期A 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】前期B 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】共テプラス 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【学校推薦型】公募A、B 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

【総合型】高大接続型
（事前体験型） 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

文学部 グローバル英語学科 【一般】前期A 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】前期B 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】共テプラス 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【総合型】AO 出願資格、判定優遇・合否参考 ※2

英語英米文化学科 【一般】前期A 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】前期B 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】共テプラス 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【総合型】AO 出願資格、判定優遇・合否参考 ※2

宗教文化学科 【一般】前期A 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】前期B 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】共テプラス 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【総合型】AO 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

日本文化学科 【一般】前期A 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】前期B 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】共テプラス 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【総合型】AO 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

歴史学科 【一般】前期A 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】前期B 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095
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愛知 愛知学院大学 文学部 歴史学科 【一般】共テプラス 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【総合型】AO 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

歴史学科、日本文化学科、英語英
米文化学科、グローバル英語学
科、宗教文化学科

【学校推薦型】公募A、B 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

法学部 法律学科、現代社会法学科 【一般】前期A 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】前期B 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】共テプラス 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【学校推薦型】公募A、B 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

【総合型】AO 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

薬学部 医療薬学科 【一般】前期A 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】共テプラス 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【学校推薦型】公募A、B 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：790

愛知淑徳大学 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 【一般】前期2教科型 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】前期3教科型 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】共テプラス型 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【総合型】Ⅰ資格・検定部門 出願資格、加点（B） L&R 490

【総合型】Ⅰ資格・検定部門 加点（A） L&R 600

ビジネス学部 ビジネス学科 【一般】前期2教科型 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】共テプラス型 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【総合型】Ⅰ資格・検定部門 出願資格、加点（B） L&R 490

【総合型】Ⅰ資格・検定部門 加点（A） L&R 600

ビジネス学科
〔グローバルビジネス専攻〕 【一般】前期3教科型 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

ビジネス学科
〔現代ビジネス専攻〕 【一般】前期3教科型 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

健康医療科学部 スポーツ・健康医科学科 【一般】前期2教科型 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】前期3教科型 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】共テプラス型 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

医療貢献学科 【一般】前期2教科型 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】共テプラス型 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

医療貢献学科
〔言語聴覚学専攻〕 【一般】前期3教科型 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

医療貢献学科
〔視覚科学専攻〕 【一般】前期3教科型 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

医療貢献学科、スポーツ・健康
医科学科、健康栄養学科

【総合型】Ⅰ資格・検定部門 出願資格、加点（B） L&R 490

【総合型】Ⅰ資格・検定部門 加点（A） L&R 600

健康栄養学科 【一般】前期2教科型 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】前期3教科型 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】共テプラス型 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

交流文化学部 交流文化学科 【一般】前期2教科型 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】前期3教科型 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】共テプラス型 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【総合型】Ⅰ資格・検定部門 出願資格、加点（B） L&R 490

【総合型】Ⅰ資格・検定部門 加点（A） L&R 600

心理学部 心理学科 【一般】前期2教科型 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】前期3教科型 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】共テプラス型 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【総合型】Ⅰ資格・検定部門 出願資格、加点（B） L&R 490
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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

愛知 愛知淑徳大学 心理学部 心理学科 【総合型】Ⅰ資格・検定部門 加点（A） L&R 600

創造表現学部 創造表現学科 【一般】前期2教科型 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】共テプラス型 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【総合型】Ⅰ資格・検定部門 出願資格、加点（B） L&R 490

【総合型】Ⅰ資格・検定部門 加点（A） L&R 600

創造表現学科〔メディアプロ
デュース専攻〕 【一般】前期3教科型 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

創造表現学科〔建築・インテ
リアデザイン専攻〕 【一般】前期3教科型 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

創造表現学科〔創作表現専攻〕【一般】前期3教科型 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

人間情報学部 人間情報学科 【一般】前期2教科型 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】前期3教科型 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】共テプラス型 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【総合型】Ⅰ資格・検定部門 出願資格、加点（B） L&R 490

【総合型】Ⅰ資格・検定部門 加点（A） L&R 600

福祉貢献学部 福祉貢献学科 【一般】前期2教科型 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】前期3教科型 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】共テプラス型 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【総合型】Ⅰ資格・検定部門 出願資格、加点（B） L&R 490

【総合型】Ⅰ資格・検定部門 加点（A） L&R 600

文学部 教育学科 【一般】前期2教科型 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】前期3教科型 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】共テプラス型 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

国文学科 【一般】前期2教科型 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】前期3教科型 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】共テプラス型 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

国文学科、総合英語学科、
教育学科

【総合型】Ⅰ資格・検定部門 出願資格、加点（B） L&R 490

【総合型】Ⅰ資格・検定部門 加点（A） L&R 600

総合英語学科 【一般】前期2教科型 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】前期3教科型 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

【一般】共テプラス型 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

愛知大学 経営学部 経営学科、会計ファイナンス
学科

【一般】前期 加点［＜個別＞外国語（英語）］ L&R 785、L&R+S&W：1095

【一般】後期 加点［＜個別＞外国語（英語）］ L&R 785、L&R+S&W：1095

【一般】M方式 加点［＜個別＞外国語（英語）］ L&R 785、L&R+S&W：1095
【一般】共テ利用前
（3教科型） 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R 785、L&R+S&W：1095
【一般】共テ利用前
（5教科型） 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R 785、L&R+S&W：1095

【一般】共テ利用後 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R 785、L&R+S&W：1095

【学校推薦型】専願制 判定優遇・合否参考 ※2

【学校推薦型】併願制 加点［資格・活動実績］ ※2

経済学部 経済学科 【一般】前期 加点［＜個別＞外国語（英語）］ L&R 785、L&R+S&W：1095

【一般】後期 加点［＜個別＞外国語（英語）］ L&R 785、L&R+S&W：1095

【一般】M方式 加点［＜個別＞外国語（英語）］ L&R 785、L&R+S&W：1095
【一般】共テ利用前
（3教科型） 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R 785、L&R+S&W：1095
【一般】共テ利用前
（5教科型） 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R 785、L&R+S&W：1095

【一般】共テ利用後 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R 785、L&R+S&W：1095
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愛知 愛知大学 経済学部 経済学科 【学校推薦型】専願制 判定優遇・合否参考 ※2

【学校推薦型】併願制 加点［資格・活動実績］ ※2

現代中国学部 現代中国学科 【一般】前期 加点［＜個別＞外国語（英語）］ L&R 785、L&R+S&W：1095

【一般】後期 加点［＜個別＞外国語（英語）］ L&R 785、L&R+S&W：1095

【一般】M方式 加点［＜個別＞外国語（英語）］ L&R 785、L&R+S&W：1095
【一般】共テ利用前
（3教科型） 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R 785、L&R+S&W：1095
【一般】共テ利用前
（5教科型） 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R 785、L&R+S&W：1095

【一般】共テ利用後 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R 785、L&R+S&W：1095

【学校推薦型】専願制 判定優遇・合否参考 ※2

【学校推薦型】併願制 加点［資格・活動実績］ ※2

【総合型】グローバル人材特別 出願資格、加点
［資格・活動実績］

L&R 350、
L&R+S&W：625

国際コミュニケーション
学部

英語学科 【総合型】特別 出願資格、得点換算［資格点
/10点］

L&R 550、
L&R+S&W：790

【総合型】特別 得点換算［資格点/30点］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【総合型】特別 得点換算［資格点/50点］ L&R 945、
L&R+S&W：1305

英語学科、国際教養学科 【一般】前期 加点［＜個別＞外国語（英語）］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【一般】後期 加点［＜個別＞外国語（英語）］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【一般】M方式 加点［＜個別＞外国語（英語）］ L&R 785、
L&R+S&W：1095

【一般】共テ利用前
（3教科型） 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R 785、L&R+S&W：1095
【一般】共テ利用前
（5教科型） 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R 785、L&R+S&W：1095

【一般】共テ利用後 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R 785、L&R+S&W：1095

【学校推薦型】専願制 出願資格 L&R 550、
L&R+S&W：790

【学校推薦型】専願制 判定優遇・合否参考 ※2

【学校推薦型】併願制 加点［資格・活動実績］ ※2

【学校推薦型】併願制
Speaking型 出願資格 L&R 550、

L&R+S&W：790
【学校推薦型】併願制
Speaking型 加点［資格・活動実績］ ※2

地域政策学部 地域政策学科 【一般】前期 加点［＜個別＞外国語（英語）］ L&R 785、L&R+S&W：1095

【一般】後期 加点［＜個別＞外国語（英語）］ L&R 785、L&R+S&W：1095

【一般】M方式 加点［＜個別＞外国語（英語）］ L&R 785、L&R+S&W：1095

【一般】共テ利用後 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R 785、L&R+S&W：1095

【学校推薦型】専願制 判定優遇・合否参考 ※2

【学校推薦型】併願制 加点［資格・活動実績］ ※2

地域政策学科〔経済産業コース〕【一般】共テ利用前（3教科型） 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R 785、L&R+S&W：1095
【一般】共テ利用前
（5教科型） 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R 785、L&R+S&W：1095

地域政策学科
〔健康・スポーツコース〕

【一般】共テ利用前
（3教科型） 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R 785、L&R+S&W：1095
【一般】共テ利用前
（5教科型） 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R 785、L&R+S&W：1095

地域政策学科〔公共政策コース〕【一般】共テ利用前（3教科型） 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R 785、L&R+S&W：1095
【一般】共テ利用前
（5教科型） 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R 785、L&R+S&W：1095

地域政策学科〔食農環境コース〕【一般】共テ利用前（3教科型） 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R 785、L&R+S&W：1095
【一般】共テ利用前
（5教科型） 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R 785、L&R+S&W：1095

地域政策学科
〔まちづくり・文化コース〕

【一般】共テ利用前
（3教科型） 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R 785、L&R+S&W：1095
【一般】共テ利用前
（5教科型） 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R 785、L&R+S&W：1095

文学部 心理学科、人文社会学科、歴史
地理学科、日本語日本文学科

【一般】前期 加点［＜個別＞外国語（英語）］ L&R 785、L&R+S&W：1095

【一般】後期 加点［＜個別＞外国語（英語）］ L&R 785、L&R+S&W：1095
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愛知 愛知大学 文学部 心理学科、人文社会学科、歴史
地理学科、日本語日本文学科

【一般】M方式 加点［＜個別＞外国語（英語）］ L&R 785、L&R+S&W：1095
【一般】共テ利用前
（3教科型） 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R 785、L&R+S&W：1095
【一般】共テ利用前
（5教科型） 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R 785、L&R+S&W：1095

【一般】共テ利用後 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R 785、L&R+S&W：1095

【学校推薦型】専願制 判定優遇・合否参考 ※2

【学校推薦型】併願制 加点［資格・活動実績］ ※2

法学部 法学科 【一般】前期 加点［＜個別＞外国語（英語）］ L&R 785、L&R+S&W：1095

【一般】後期 加点［＜個別＞外国語（英語）］ L&R 785、L&R+S&W：1095

【一般】M方式 加点［＜個別＞外国語（英語）］ L&R 785、L&R+S&W：1095
【一般】共テ利用前
（3教科型） 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R 785、L&R+S&W：1095
【一般】共テ利用前
（5教科型） 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R 785、L&R+S&W：1095

【一般】共テ利用後 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R 785、L&R+S&W：1095

【学校推薦型】専願制 判定優遇・合否参考 ※2

【学校推薦型】併願制 加点［資格・活動実績］ ※2

愛知文教大学 人文学部 人文学科 【一般】共テプラス前、後 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R＋S&W：CEFR B2

【一般】共テ利用前、中 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R＋S&W：CEFR B2

【一般】共テ利用後 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R＋S&W：CEFR B2

【一般】前 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】公募制 加点［総合点/3点］ L&R 225

【学校推薦型】公募制 加点［総合点/6点］ L&R 550

【学校推薦型】公募制 加点［総合点/9点］ L&R 785

【学校推薦型】公募制 加点［総合点/10点］ L&R 945

【総合型】総合型 加点［総合点/3点］ L&R 225

【総合型】総合型 加点［総合点/6点］ L&R 550

【総合型】総合型 加点［総合点/9点］ L&R 785

【総合型】総合型 加点［総合点/10点］ L&R 945

桜花学園大学 保育学部 国際教養こども学科 【総合型】グローバル 出願資格 L&R 420

岡崎女子大学 子ども教育学部 子ども教育学科 【一般】一般（Ⅰ期A・B、Ⅱ期） 加点［調査書/3点］ L&R+S&W：320※3

【一般】一般（Ⅰ期A・B、Ⅱ期） 加点［調査書/5点］ L&R+S&W：625※3

【一般】共テ（Ⅰ期、Ⅱ期） 加点［調査書/3点］ L&R+S&W：320※3

【一般】共テ（Ⅰ期、Ⅱ期） 加点［調査書/5点］ L&R+S&W：625※3

【学校推薦型】一般 加点［調査書/3点］ L&R+S&W：320※3

【学校推薦型】一般 加点［調査書/5点］ L&R+S&W：625※3

金城学院大学 看護学部 看護学科 【一般】前
（英語外部試験利用型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 550、L&R+S&W：1150※3
【一般】前
（英語外部試験利用型） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 785、L&R+S&W：1560※3

国際情報学部 国際情報学科 【一般】前
（英語外部試験利用型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 550、L&R+S&W：1150※3
【一般】前
（英語外部試験利用型） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 785、L&R+S&W：1560※3

生活環境学部 環境デザイン学科 【一般】前
（英語外部試験利用型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 550、L&R+S&W：1150※3
【一般】前
（英語外部試験利用型） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 785、L&R+S&W：1560※3

食環境栄養学科 【一般】前
（英語外部試験利用型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 550、L&R+S&W：1150※3
【一般】前
（英語外部試験利用型） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 785、L&R+S&W：1560※3

生活マネジメント学科 【一般】前
（英語外部試験利用型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 550、L&R+S&W：1150※3
【一般】前
（英語外部試験利用型） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 785、L&R+S&W：1560※3
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愛知 金城学院大学 人間科学部 コミュニティ福祉学科 【一般】前
（英語外部試験利用型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 550、L&R+S&W：1150※3
【一般】前
（英語外部試験利用型） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 785、L&R+S&W：1560※3

現代子ども教育学科 【一般】前
（英語外部試験利用型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 550、L&R+S&W：1150※3
【一般】前
（英語外部試験利用型） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 785、L&R+S&W：1560※3

多元心理学科 【一般】前
（英語外部試験利用型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 550、L&R+S&W：1150※3
【一般】前
（英語外部試験利用型） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 785、L&R+S&W：1560※3

文学部 英語英米文化学科 【一般】前
（英語外部試験利用型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 550、L&R+S&W：1150※3
【一般】前
（英語外部試験利用型） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 785、L&R+S&W：1560※3
【学校推薦型】一般公募制
（資格・面接型） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 550、

L&R+S&W：1150※3

音楽芸術学科 【一般】前
（英語外部試験利用型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 550、L&R+S&W：1150※3
【一般】前
（英語外部試験利用型） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 785、L&R+S&W：1560※3

外国語コミュニケーション学科 【一般】前（英語外部試験利用型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 550、L&R+S&W：1150※3
【一般】前
（英語外部試験利用型） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 785、L&R+S&W：1560※3

日本語日本文化学科 【一般】前
（英語外部試験利用型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 550、L&R+S&W：1150※3
【一般】前
（英語外部試験利用型） 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】前
（英語外部試験利用型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 550、L&R+S&W：1150※3
【一般】前
（英語外部試験利用型） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 785、L&R+S&W：1560※3

至学館大学 健康科学部 栄養科学科 【学校推薦型】資格・活動 出願資格、加点
［＜書類＞資格・活動評価］

L&R 350、
L&R+S&W：625

健康スポーツ科学科 【学校推薦型】資格・活動 出願資格、加点
［＜書類＞資格・活動評価］

L&R 350、
L&R+S&W：625

こども健康・教育学科 【学校推薦型】資格・活動 出願資格、加点
［＜書類＞資格・活動評価］

L&R 350、
L&R+S&W：625

体育科学科 【学校推薦型】資格・活動 出願資格、加点
［＜書類＞資格・活動評価］

L&R 350、
L&R+S&W：625

中京大学 スポーツ科学部 スポーツマネジメント学科、スポーツ
健康科学科、トレーナー学科、競
技スポーツ科学科、スポーツ教育
学科

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

【総合型】グローバル特別 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

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

【総合型】グローバル特別 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

経済学部 経済学科 【一般】前期A（3教科） 得点換算
［＜個別＞外国語/満点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】グローバル特別 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

現代社会学部 現代社会学科 【一般】前期A（3教科） 得点換算
［＜個別＞外国語/満点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】グローバル特別 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

工学部 機械システム工学科、電気電子
工学科、情報工学科、メディア
工学科

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

【総合型】グローバル特別 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

国際学部 言語文化学科 【一般】前期A（3教科） 得点換算
［＜個別＞外国語/満点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】グローバル特別 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】
英語プレゼンテーション 出願資格 L&R+S&W：1150※3

【総合型】高大接続
（事前体験型） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

国際学科〔国際経済学専攻〕【一般】前期A（3教科） 得点換算
［＜個別＞外国語/満点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】グローバル特別 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】
英語プレゼンテーション 出願資格 L&R+S&W：1150※3

【総合型】高大接続
（事前体験型） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

国際学科〔国際政治学専攻〕【一般】前期A（3教科） 得点換算
［＜個別＞外国語/満点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】グローバル特別 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】
英語プレゼンテーション 出願資格 L&R+S&W：1150※3

【総合型】高大接続
（事前体験型） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3
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愛知 中京大学 国際学部 国際学科〔国際人間学専攻〕【一般】前期A（3教科） 得点換算
［＜個別＞外国語/満点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】グローバル特別 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】
英語プレゼンテーション 出願資格 L&R+S&W：1150※3

【総合型】高大接続
（事前体験型） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

心理学部 心理学科 【一般】前期A（3教科） 得点換算
［＜個別＞外国語/満点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】グローバル特別 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

総合政策学部 総合政策学科 【一般】前期A（3教科） 得点換算
［＜個別＞外国語/満点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】グローバル特別 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

文学部 歴史文化学科、日本文学科、
言語表現学科

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

【総合型】グローバル特別 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

法学部 法律学科 【一般】前期A（3教科） 得点換算
［＜個別＞外国語/満点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】グローバル特別 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

中部大学 応用生物学部 応用生物化学科、環境生物
科学科、食品栄養科学科 【学校推薦型】一般推薦A 加点［活動評価］ L&R 450

【学校推薦型】一般推薦B 加点［活動評価］ L&R 450

経営情報学部 経営総合学科 【学校推薦型】一般推薦A 加点［活動評価］ L&R 450

【学校推薦型】一般推薦B 加点［活動評価］ L&R 450

現代教育学部 現代教育学科〔現代教育専攻〕【学校推薦型】一般推薦A 加点［活動評価］ L&R 450

【学校推薦型】一般推薦B 加点［活動評価］ L&R 450

幼児教育学科 【学校推薦型】一般推薦A 加点［活動評価］ L&R 450

【学校推薦型】一般推薦B 加点［活動評価］ L&R 450

工学部 機械工学科、電気電子システム工学
科、都市建設工学科、建築学科、応
用化学科、情報工学科、ロボット理工
学科、宇宙航空理工学科

【学校推薦型】一般推薦A 加点［活動評価］ L&R 450

【学校推薦型】一般推薦B 加点［活動評価］ L&R 450

国際関係学部 国際学科 【学校推薦型】一般推薦A 加点［活動評価］ L&R 450

【学校推薦型】一般推薦B 加点［活動評価］ L&R 450

人文学部 日本語日本文化学科、英語英
米文化学科、コミュニケーション
学科、心理学科、歴史地理学科

【学校推薦型】一般推薦A 加点［活動評価］ L&R 450

【学校推薦型】一般推薦B 加点［活動評価］ L&R 450

生命健康科学部 生命医科学科、保健看護学科、
理学療法学科、作業療法学科、
臨床工学科、スポーツ保健医療
学科

【学校推薦型】一般推薦A 加点［活動評価］ L&R 450

【学校推薦型】一般推薦B 加点［活動評価］ L&R 450

東海学園大学 スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 【一般】一般前3教科 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

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

教育学部 教育学科〔学校教育専攻〕 【一般】一般前3教科 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

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

教育学科〔保育専攻〕 【一般】一般前3教科 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

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

教育学科〔養護教諭専攻〕 【一般】一般前3教科 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

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

経営学部 経営学科 【一般】一般前3教科 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

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

健康栄養学部 管理栄養学科 【一般】一般前3教科 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

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

人文学部 人文学科 【一般】一般前3教科 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

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

心理学部 心理学科 【一般】一般前3教科、後3教科 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3
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愛知 東海学園大学 心理学部 心理学科 【一般】一般前3教科、後3教科 得点換算［＜個別＞英語
/満点］ L&R+S&W：1560※3

同朋大学 社会福祉学部 社会福祉学科 【学校推薦型】公募 加点［学習や活動の評価］ ※1

文学部 仏教学科、人文学科 【学校推薦型】公募 加点［学習や活動の評価］ ※1

豊橋創造大学 経営学部 経営学科 【一般】前期A 加点［調査書/1点］ ※2

【一般】前期A 加点［調査書/2点］ Bridge 120、L&R+S&W：200
（L&R120､S&W80）※3

【一般】前期A 加点［調査書/3点］ Bridge 140、L&R+S&W：385
（L&R225､S&W160）※3

【一般】前期A 加点［調査書/4点］ Bridge 160、L&R+S&W：790
（L&R550､S&W240）※3

【一般】前期A 加点［調査書/5点］ L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）※3

【一般】前期B 加点［調査書/1点］ ※2

【一般】前期B 加点［調査書/2点］ Bridge 120、L&R+S&W：200
（L&R120､S&W80）※3

【一般】前期B 加点［調査書/3点］ Bridge 140、L&R+S&W：385
（L&R225､S&W160）※3

【一般】前期B 加点［調査書/4点］ Bridge 160、L&R+S&W：790
（L&R550､S&W240）※3

【一般】前期B 加点［調査書/5点］ L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）※3

【一般】後期 加点［調査書/1点］ ※2

【一般】後期 加点［調査書/2点］ Bridge 120、L&R+S&W：200
（L&R120､S&W80）※3

【一般】後期 加点［調査書/3点］ Bridge 140、L&R+S&W：385
（L&R225､S&W160）※3

【一般】後期 加点［調査書/4点］ Bridge 160、L&R+S&W：790
（L&R550､S&W240）※3

【一般】後期 加点［調査書/5点］ L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）※3

【一般】共テ一期、二期 加点［調査書/1点］ ※2

【一般】共テ一期、二期 加点［調査書/2点］ Bridge 120、L&R+S&W：200
（L&R120､S&W80）※3

【一般】共テ一期、二期 加点［調査書/3点］ Bridge 140、L&R+S&W：385
（L&R225､S&W160）※3

【一般】共テ一期、二期 加点［調査書/4点］ Bridge 160、L&R+S&W：790
（L&R550､S&W240）※3

【一般】共テ一期、二期 加点［調査書/5点］ L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）※3

【学校推薦型】推薦一期 加点［調査書/1点］ ※2

【学校推薦型】推薦一期 加点［調査書/2点］ Bridge 120、L&R+S&W：200
（L&R120､S&W80）※3

【学校推薦型】推薦一期 加点［調査書/3点］ Bridge 140、L&R+S&W：385
（L&R225､S&W160）※3

【学校推薦型】推薦一期 加点［調査書/4点］ Bridge 160、L&R+S&W：790
（L&R550､S&W240）※3

【学校推薦型】推薦一期 加点［調査書/5点］ L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）※3

【総合型】ＡＯ一期～四期 加点［調査書/1点］ ※2

【総合型】ＡＯ一期～四期 加点［調査書/2点］ L&R+S&W：200
（L&R120､S&W80）※3

【総合型】ＡＯ一期～四期 加点［調査書/3点］ L&R+S&W：385
（L&R225､S&W160）※3

【総合型】ＡＯ一期～四期 加点［調査書/4点］ L&R+S&W：790
（L&R550､S&W240）※3

【総合型】ＡＯ一期～四期 加点［調査書/5点］ L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）※3

保健医療学部 看護学科 【一般】前期A 加点［調査書/1点］ ※2

【一般】前期A 加点［調査書/2点］ Bridge 120、L&R+S&W：200
（L&R120､S&W80）※3

【一般】前期A 加点［調査書/3点］ Bridge 140、L&R+S&W：385
（L&R225､S&W160）※3

【一般】前期A 加点［調査書/4点］ Bridge 160、L&R+S&W：790
（L&R550､S&W240）※3

【一般】前期A 加点［調査書/5点］ L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）※3

【一般】共テ一期、二期 加点［調査書/1点］ ※2

【一般】共テ一期、二期 加点［調査書/2点］ Bridge 120、L&R+S&W：200
（L&R120､S&W80）※3

【一般】共テ一期、二期 加点［調査書/3点］ Bridge 140、L&R+S&W：385
（L&R225､S&W160）※3

【一般】共テ一期、二期 加点［調査書/4点］ Bridge 160、L&R+S&W：790
（L&R550､S&W240）※3

【一般】共テ一期、二期 加点［調査書/5点］ L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）※3
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愛知 豊橋創造大学 保健医療学部 看護学科 【一般】前期B、後期 加点［調査書/1点］ ※2

【一般】前期B、後期 加点［調査書/2点］ Bridge 120、L&R+S&W：200
（L&R120､S&W80）※3

【一般】前期B、後期 加点［調査書/3点］ Bridge 140、L&R+S&W：385
（L&R225､S&W160）※3

【一般】前期B、後期 加点［調査書/4点］ Bridge 160、L&R+S&W：790
（L&R550､S&W240）※3

【一般】前期B、後期 加点［調査書/5点］ L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）※3

【学校推薦型】推薦一期、二期 加点［調査書/1点］ ※2

【学校推薦型】推薦一期、二期 加点［調査書/2点］ Bridge 120、L&R+S&W：200
（L&R120､S&W80）※3

【学校推薦型】推薦一期、二期 加点［調査書/3点］ Bridge 140、L&R+S&W：385
（L&R225､S&W160）※3

【学校推薦型】推薦一期、二期 加点［調査書/4点］ Bridge 160、L&R+S&W：790
（L&R550､S&W240）※3

【学校推薦型】推薦一期、二期 加点［調査書/5点］ L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）※3

理学療法学科 【一般】前期A 加点［調査書/2点］ ※2

【一般】前期A 加点［調査書/4点］ Bridge 120、L&R+S&W：200
（L&R120､S&W80）※3

【一般】前期A 加点［調査書/6点］ Bridge 140、L&R+S&W：385
（L&R225､S&W160）※3

【一般】前期A 加点［調査書/8点］ Bridge 160、L&R+S&W：790
（L&R550､S&W240）※3

【一般】前期A 加点［調査書/10点］ L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）※3

【一般】前期B 加点［調査書/1.5点］ ※2

【一般】前期B 加点［調査書/3点］ Bridge 120、L&R+S&W：200
（L&R120､S&W80）※3

【一般】前期B 加点［調査書/4.5点］ Bridge 140、L&R+S&W：385
（L&R225､S&W160）※3

【一般】前期B 加点［調査書/6点］ Bridge 160、L&R+S&W：790
（L&R550､S&W240）※3

【一般】前期B 加点［調査書/7.5点］ L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）※3

【一般】後期 加点［調査書/2点］ ※2

【一般】後期 加点［調査書/4点］ Bridge 120、L&R+S&W：200
（L&R120､S&W80）※3

【一般】後期 加点［調査書/6点］ Bridge 140、L&R+S&W：385
（L&R225､S&W160）※3

【一般】後期 加点［調査書/8点］ Bridge 160、L&R+S&W：790
（L&R550､S&W240）※3

【一般】後期 加点［調査書/10点］ L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）※3

【一般】共テ一期、二期 加点［調査書/2点］ ※2

【一般】共テ一期、二期 加点［調査書/4点］ Bridge 120、L&R+S&W：200
（L&R120､S&W80）※3

【一般】共テ一期、二期 加点［調査書/6点］ Bridge 140、L&R+S&W：385
（L&R225､S&W160）※3

【一般】共テ一期、二期 加点［調査書/8点］ Bridge 160、L&R+S&W：790
（L&R550､S&W240）※3

【一般】共テ一期、二期 加点［調査書/10点］ L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）※3

【学校推薦型】推薦一期、二期 加点［調査書/1点］ ※2

【学校推薦型】推薦一期、二期 加点［調査書/2点］ Bridge 120、L&R+S&W：200
（L&R120､S&W80）※3

【学校推薦型】推薦一期、二期 加点［調査書/3点］ Bridge 140、L&R+S&W：385
（L&R225､S&W160）※3

【学校推薦型】推薦一期、二期 加点［調査書/4点］ Bridge 160、L&R+S&W：790
（L&R550､S&W240）※3

【学校推薦型】推薦一期、二期 加点［調査書/5点］ L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）※3

【総合型】アクティブ 加点［調査書/1点］ ※2

【総合型】アクティブ 加点［調査書/2点］ Bridge 120、L&R+S&W：200
（L&R120､S&W80）※3

【総合型】アクティブ 加点［調査書/3点］ Bridge 140、L&R+S&W：385
（L&R225､S&W160）※3

【総合型】アクティブ 加点［調査書/4点］ Bridge 160、L&R+S&W：790
（L&R550､S&W240）※3

【総合型】アクティブ 加点［調査書/5点］ L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）※3

名古屋外国語大学 外国語学部 フランス語学科 【総合型】特別選抜Ⅰ英語等
有資格型 出願資格 L&R 490

【総合型】特別選抜Ⅰ英語等
有資格型 加点［＜個別＞適性検査/10点］ L&R+S&W：1095

英米語学科 【総合型】特別選抜Ⅰ英語等
有資格型 出願資格 L&R 490
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愛知 名古屋外国語大学 外国語学部 英米語学科 【総合型】特別選抜Ⅰ英語等
有資格型 加点［＜個別＞適性検査/10点］ L&R+S&W：1095

英米語学科、フランス語学科、
中国語学科

【一般】共テプラス 加点［＜個別＞外国語（英語）
/20点］ L&R+S&W：1095

【一般】前（A） 加点［＜個別＞外国語（英語
〈リスニング除く〉）/20点］ L&R+S&W：1095

【一般】前（M2） 加点［＜個別＞外国語（英語）
/20点］ L&R+S&W：1095

【一般】前（M3） 加点［＜個別＞外国語（英語）
/20点］ L&R+S&W：1095

【一般】後 加点［＜個別＞外国語（英語）
/20点］ L&R+S&W：1095

中国語学科 【総合型】特別選抜Ⅰ英語等
有資格型 出願資格 L&R 490

【総合型】特別選抜Ⅰ英語等
有資格型 加点［＜個別＞適性検査/10点］ L&R+S&W：1095

現代国際学部 現代英語学科、国際教養学科、
グローバルビジネス学科

【一般】共テプラス 加点［＜個別＞外国語（英語）
/20点］ L&R+S&W：1095

【一般】前（A） 加点［＜個別＞外国語（英語
〈リスニング除く〉）/20点］ L&R+S&W：1095

【一般】前（M2） 加点［＜個別＞外国語（英語）
/20点］ L&R+S&W：1095

【一般】前（M3） 加点［＜個別＞外国語（英語）
/20点］ L&R+S&W：1095

【一般】後 加点［＜個別＞外国語（英語）
/20点］ L&R+S&W：1095

【総合型】特別選抜Ⅰ英語等
有資格型 出願資格 L&R 490

【総合型】特別選抜Ⅰ英語等
有資格型 加点［＜個別＞適性検査/10点］ L&R+S&W：1095

世界共生学部 世界共生学科 【一般】共テプラス 加点［＜個別＞外国語（英語）
/20点］ L&R+S&W：1095

【一般】前（A） 加点［＜個別＞外国語（英語
〈リスニング除く〉）/20点］ L&R+S&W：1095

【一般】前（M2） 加点［＜個別＞外国語（英語）
/20点］ L&R+S&W：1095

【一般】前（M3） 加点［＜個別＞外国語（英語）
/20点］ L&R+S&W：1095

【一般】後 加点［＜個別＞外国語（英語）
/20点］ L&R+S&W：1095

【総合型】特別選抜Ⅰ英語等
有資格型 出願資格 L&R 490

【総合型】特別選抜Ⅰ英語等
有資格型 加点［＜個別＞適性検査/10点］ L&R+S&W：1095

世界教養学部 世界教養学科、国際日本学科 【一般】共テプラス 加点［＜個別＞外国語（英語）
/20点］ L&R+S&W：1095

【一般】前（A） 加点［＜個別＞外国語（英語
〈リスニング除く〉）/20点］ L&R+S&W：1095

【一般】前（M2） 加点［＜個別＞外国語（英語）
/20点］ L&R+S&W：1095

【一般】前（M3） 加点［＜個別＞外国語（英語）
/20点］ L&R+S&W：1095

【一般】後 加点［＜個別＞外国語（英語）
/20点］ L&R+S&W：1095

【総合型】特別選抜Ⅰ英語等
有資格型 出願資格 L&R 490

【総合型】特別選抜Ⅰ英語等
有資格型 加点［＜個別＞適性検査/10点］ L&R+S&W：1095

名古屋学院大学 スポーツ健康学部 スポーツ健康学科、こどもスポーツ
教育学科

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

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

リハビリテーション学部 理学療法学科 【一般】共テプラス 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R+S&W：1560※3

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

外国語学部 英米語学科 【一般】共テプラス 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R+S&W：1560※3

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

【学校推薦型】一般推薦前期
（小論文型）

加点［書類審査（資格・活動実績）
/5点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】一般推薦前期
（基礎学力テスト型）・後期

加点［書類審査（資格・活動実績）
/5点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】グローバル人材 出願資格 L&R+S&W：1150※3

経済学部 経済学科 【一般】共テプラス 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R+S&W：1560※3

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

現代社会学部 現代社会学科 【一般】共テプラス 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R+S&W：1560※3

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

国際文化学部 国際文化学科 【一般】共テプラス 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R+S&W：1560※3
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愛知 名古屋学院大学 国際文化学部 国際文化学科 【一般】共テ前、中、後 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】グローバル人材 出願資格 L&R+S&W：1150※3

商学部 商学科、経営情報学科 【一般】共テプラス 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R+S&W：1560※3

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

法学部 法学科 【一般】共テプラス 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R+S&W：1560※3

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

名古屋経済大学 経営学部 経営学科 【一般】前 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

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

経済学部 現代経済学科 【一般】前 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

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

人間生活科学部 教育保育学科、管理栄養学科 【一般】前 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

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

法学部 ビジネス法学科 【一般】前 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

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

名古屋芸術大学 教育学部 子ども学科 【一般】一般1期 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3

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

【一般】一般1期 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】一般1期 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1845※3

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

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

【一般】一般2期 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】一般2期 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1845※3

【学校推薦型】一般 加点［総点/20点］ L&R+S&W：625※3

【学校推薦型】一般 加点［総点/30点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】一般 加点［総点/40点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】一般 加点［総点/50点］ L&R+S&W：1845※3

【総合型】総合型1、2期 得点換算［＜個別＞適性検査
（英語）/70点］ L&R+S&W：625※3

【総合型】総合型1、2期 得点換算［＜個別＞適性検査
（英語）/80点］ L&R+S&W：1150※3

【総合型】総合型1、2期 得点換算［＜個別＞適性検査
（英語）/90点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】総合型1、2期 得点換算［＜個別＞適性検査
（英語）/100点］ L&R+S&W：1845※3

【総合型】総合型3、4期、
オンライン・イブニング 加点［総点/20点］ L&R+S&W：625※3

【総合型】総合型3、4期、
オンライン・イブニング 加点［総点/30点］ L&R+S&W：1150※3

【総合型】総合型3、4期、
オンライン・イブニング 加点［総点/40点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】総合型3、4期、
オンライン・イブニング 加点［総点/50点］ L&R+S&W：1845※3

芸術学部 芸術学科〔デザイン領域〕 【一般】一般1期 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3

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

【一般】一般1期 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】一般1期 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1845※3

芸術学科〔音楽領域〕
〈サウンドメディア・コンポジション
コース〉

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

【一般】一般1、2期 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般1、2期 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】一般1、2期 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1845※3

芸術学科〔音楽領域〕
〈ミュージックエンターテインメント・
ディレクションコース〉

【一般】一般1、2期 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3
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愛知 名古屋芸術大学 芸術学部 芸術学科〔音楽領域〕
〈ミュージックエンターテインメント・
ディレクションコース〉

【一般】一般1、2期 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般1、2期 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】一般1、2期 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1845※3

芸術学科〔音楽領域〕
〈ワールドミュージック・カルチャー
コース〉

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

【一般】一般1、2期 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般1、2期 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】一般1、2期 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1845※3

芸術学科〔音楽領域〕
〈音楽ケアデザインコース〉

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

【一般】一般1、2期 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般1、2期 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】一般1、2期 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1845※3

芸術学科〔音楽領域〕
〈音楽総合コース〉

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

【一般】一般1、2期 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般1、2期 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】一般1、2期 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1845※3

芸術学科〔芸術教養領域〕 【一般】一般1期 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3

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

【一般】一般1期 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】一般1期 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1845※3

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

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

【一般】一般2期 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】一般2期 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1845※3

【学校推薦型】一般 加点［総点/20点］ L&R+S&W：625※3

【学校推薦型】一般 加点［総点/30点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】一般 加点［総点/40点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】一般 加点［総点/50点］ L&R+S&W：1845※3

【総合型】総合型1、2期 得点換算［＜個別＞適性検査
（英語）/70点］ L&R+S&W：625※3

【総合型】総合型1、2期 得点換算［＜個別＞適性検査
（英語）/80点］ L&R+S&W：1150※3

【総合型】総合型1、2期 得点換算［＜個別＞適性検査
（英語）/90点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】総合型1、2期 得点換算［＜個別＞適性検査
（英語）/100点］ L&R+S&W：1845※3

【総合型】総合型3、4期 加点［総点/20点］ L&R+S&W：625※3

【総合型】総合型3、4期 加点［総点/30点］ L&R+S&W：1150※3

【総合型】総合型3、4期 加点［総点/40点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】総合型3、4期 加点［総点/50点］ L&R+S&W：1845※3

芸術学科〔美術領域〕 【一般】一般1期 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3

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

【一般】一般1期 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】一般1期 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1845※3

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

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

【一般】一般2期 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】一般2期 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1845※3
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愛知 名古屋芸術大学 芸術学部 芸術学科〔舞台芸術領域〕 【一般】一般1、2期 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般1、2期 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般1、2期 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】一般1、2期 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1845※3

【学校推薦型】一般 加点［総点/50点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】総合型1、2期 得点換算［＜個別＞適性検査
（英語）/70点］ L&R+S&W：625※3

【総合型】総合型1、2期 得点換算［＜個別＞適性検査
（英語）/80点］ L&R+S&W：1150※3

【総合型】総合型1、2期 得点換算［＜個別＞適性検査
（英語）/90点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】総合型1、2期 得点換算［＜個別＞適性検査
（英語）/100点］ L&R+S&W：1845※3

【総合型】総合型1、2期 加点［総点/50点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】総合型3、4期 加点［総点/50点］ L&R+S&W：1560※3

名古屋商科大学 経営学部 経営学科、経営情報学科 【一般】一般（前、後期） 試験免除、得点換算［＜個別＞
英語］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前、中、後期）
2教科型

試験免除、得点換算［＜個別＞
英語］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前、中、後期）
3教科型

試験免除、得点換算［＜個別＞
英語］ L&R+S&W：1150

【学校推薦型】一般推薦
（専門・総合学科） 加点［資格・諸活動/5点］ L&R+S&W：320

【学校推薦型】一般推薦
（専門・総合学科） 加点［資格・諸活動/10点］ L&R+S&W：625

【学校推薦型】一般推薦
（専門・総合学科） 加点［資格・諸活動/15点］ L&R+S&W：1150

【学校推薦型】一般推薦
（専門・総合学科） 加点［資格・諸活動/20点］ L&R+S&W：1560

経営管理課程 － 【一般】一般（前、後期） 試験免除、得点換算［＜個別＞
英語］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前、中、後期）
2教科型

試験免除、得点換算［＜個別＞
英語］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前、中、後期）
3教科型

試験免除、得点換算［＜個別＞
英語］ L&R+S&W：1150

【学校推薦型】一般推薦
（専門・総合学科） 加点［資格・諸活動/5点］ L&R+S&W：320

【学校推薦型】一般推薦
（専門・総合学科） 加点［資格・諸活動/10点］ L&R+S&W：625

【学校推薦型】一般推薦
（専門・総合学科） 加点［資格・諸活動/15点］ L&R+S&W：1150

【学校推薦型】一般推薦
（専門・総合学科） 加点［資格・諸活動/20点］ L&R+S&W：1560

経済学部 経済学科、総合政策学科 【一般】一般（前、後期） 試験免除、得点換算［＜個別＞
英語］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前、中、後期）
2教科型

試験免除、得点換算［＜個別＞
英語］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前、中、後期）
3教科型

試験免除、得点換算［＜個別＞
英語］ L&R+S&W：1150

【学校推薦型】一般推薦
（専門・総合学科） 加点［資格・諸活動/5点］ L&R+S&W：320

【学校推薦型】一般推薦
（専門・総合学科） 加点［資格・諸活動/10点］ L&R+S&W：625

【学校推薦型】一般推薦
（専門・総合学科） 加点［資格・諸活動/15点］ L&R+S&W：1150

【学校推薦型】一般推薦
（専門・総合学科） 加点［資格・諸活動/20点］ L&R+S&W：1560

国際学部 英語学科、グローバル教養学科 【一般】一般（前、後期） 試験免除、得点換算［＜個別＞
英語］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前、中、後期）
2教科型

試験免除、得点換算［＜個別＞
英語］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前、中、後期）
3教科型

試験免除、得点換算［＜個別＞
英語］ L&R+S&W：1150

【学校推薦型】一般推薦
（専門・総合学科） 加点［資格・諸活動/5点］ L&R+S&W：320

【学校推薦型】一般推薦
（専門・総合学科） 加点［資格・諸活動/10点］ L&R+S&W：625

【学校推薦型】一般推薦
（専門・総合学科） 加点［資格・諸活動/15点］ L&R+S&W：1150

【学校推薦型】一般推薦
（専門・総合学科） 加点［資格・諸活動/20点］ L&R+S&W：1560

商学部 マーケティング学科、会計学科 【一般】一般（前、後期） 試験免除、得点換算［＜個別＞
英語］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前、中、後期）
2教科型

試験免除、得点換算［＜個別＞
英語］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前、中、後期）
3教科型

試験免除、得点換算［＜個別＞
英語］ L&R+S&W：1150

【学校推薦型】一般推薦
（専門・総合学科） 加点［資格・諸活動/5点］ L&R+S&W：320
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愛知 名古屋商科大学 商学部 マーケティング学科、会計学科 【学校推薦型】一般推薦
（専門・総合学科） 加点［資格・諸活動/10点］ L&R+S&W：625

【学校推薦型】一般推薦
（専門・総合学科） 加点［資格・諸活動/15点］ L&R+S&W：1150

【学校推薦型】一般推薦
（専門・総合学科） 加点［資格・諸活動/20点］ L&R+S&W：1560

名古屋女子大学 文学部 児童教育学科 【総合型】総合型（Ⅰ期、Ⅱ期） 加点［総得点/10点］ L&R 400

藤田医科大学 医療科学部 医療検査学科、放射線学科 【総合型】アセンブリ 試験免除［＜個別＞国際適性
試験］

L&R 460、L&R+S&W：
L&R440､S&W200

保健衛生学部 リハビリテーション学科 【総合型】アセンブリ 試験免除［＜個別＞国際適性
試験］

L&R 460、L&R+S&W：
L&R440､S&W200

看護学科 【総合型】アセンブリ 試験免除［＜個別＞国際適性
試験］

L&R 460、L&R+S&W：
L&R440､S&W200

名城大学 外国語学部 国際英語学科 【総合型】英語ディスカッション 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 500、Bridge 155、
BLR 85

経営学部 経営学科、国際経営学科 【学校推薦型】英語資格者特別 出願資格 L&R 450

【学校推薦型】専門高校等特別 加点［出願書類］ ※1

経済学部 経済学科、産業社会学科 【学校推薦型】専門高校等特別 加点［出願書類］ ※1

三重 四日市大学 環境情報学部 環境情報学科 【一般】共テ利用 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

総合政策学部 総合政策学科 【一般】共テ利用 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R+S&W：1095

富山 富山国際大学 現代社会学部 現代社会学科 【学校推薦型】諸活動型 出願資格、加点［書類審査］ ※2

【総合型】総合型選抜 加点［書類審査］ ※2

子ども育成学部 子ども育成学科 【学校推薦型】諸活動型 出願資格、加点［書類審査］ ※2

石川 金沢工業大学 バイオ・化学部 応用化学科、応用バイオ学科 【学校推薦型】推薦試験B
（公募制） 出願資格 ※1

建築学部 建築学科 【学校推薦型】推薦試験B
（公募制） 出願資格 ※1

工学部 機械工学科、航空システム工学科、
ロボティクス学科、電気電子工学科、
情報工学科、環境土木工学科

【学校推薦型】推薦試験B
（公募制）

出願資格 ※1

情報フロンティア学部 メディア情報学科、経営情報
学科、心理科学科

【学校推薦型】推薦試験B
（公募制） 出願資格 ※1

金沢星稜大学 経済学部 経済学科、経営学科 【学校推薦型】公募制方式 加点 ※2

人文学部 国際文化学科 【一般】A、B 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 550、L&R+S&W：1150

【一般】A、B 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R 650、L&R+S&W：1355

【一般】A、B 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 750、L&R+S&W：1560

【学校推薦型】公募制方式 出願資格 L&R+S&W：1150

【学校推薦型】公募制方式 加点 ※2

【総合型】プラス1方式 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150

人間科学部 スポーツ学科 【学校推薦型】公募制方式 加点 ※2

【学校推薦型】公募制方式
（専門学科・総合学科） 加点 ※2

こども学科 【学校推薦型】公募制方式 加点 ※2

北陸大学 経済経営学部 マネジメント学科 【一般】A、B 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R+S&W：625※3

【一般】A、B 加点［＜個別＞総合点/20点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テA、B、C 加点［＜共テ＞総合点/10点］ L&R+S&W：625※3

【一般】共テA、B、C 加点［＜共テ＞総合点/20点］ L&R+S&W：1150※3

【総合型】専門高校・総合学科生
評価方式 加点 ※1

国際コミュニケーション
学部

国際コミュニケーション学科 【一般】A、B 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R+S&W：625※3

【一般】A、B 加点［＜個別＞総合点/20点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テA、B、C 加点［＜共テ＞総合点/10点］ L&R+S&W：625※3

【一般】共テA、B、C 加点［＜共テ＞総合点/20点］ L&R+S&W：1150※3

【総合型】語学資格評価方式 出願資格 L&R+S&W：1150※3

国際コミュニケーション学科、
心理社会学科

【総合型】専門高校・総合学科生
評価方式 加点 ※1

心理社会学科 【一般】A、B 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R+S&W：625※3

【一般】A、B 加点［＜個別＞総合点/20点］ L&R+S&W：1150※3
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石川 北陸大学 国際コミュニケーション
学部

心理社会学科 【一般】共テA、B、C 加点［＜共テ＞総合点/10点］ L&R+S&W：625※3

【一般】共テA、B、C 加点［＜共テ＞総合点/20点］ L&R+S&W：1150※3

福井 福井工業大学 スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 【学校推薦型】公募制 加点［入学試験時/10点］ L&R 450

【学校推薦型】
専門・総合学科推薦 加点［入学試験時/10点］ L&R 450

【総合型】目的意識評価型 加点［入学試験時/10点］ L&R 450

環境情報学部 環境食品応用化学科、経営
情報学科、デザイン学科

【学校推薦型】公募制 加点［入学試験時/10点］ L&R 450

【学校推薦型】
専門・総合学科推薦 加点［入学試験時/10点］ L&R 450

【総合型】目的意識評価型 加点［入学試験時/10点］ L&R 450

工学部 電気電子工学科、機械工学科、
建築土木工学科、原子力技術
応用工学科

【学校推薦型】公募制 加点［入学試験時/10点］ L&R 450

【学校推薦型】
専門・総合学科推薦 加点［入学試験時/10点］ L&R 450

【総合型】目的意識評価型 加点［入学試験時/10点］ L&R 450
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滋賀 長浜バイオ大学 バイオサイエンス学部 フロンティアバイオサイエンス学科、
アニマルバイオサイエンス学科、
メディカルバイオサイエンス学科

【総合型】
専門学科・総合学科枠 加点［書類審査］ L&R 290

【総合型】多面評価型A 加点［書類審査］ L&R 290

びわこ成蹊スポーツ
大学

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

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1355

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

【総合型】B日程（Ⅰ期〈小論文型〉）出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】B日程（Ⅱ期〈学科型〉）出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

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

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

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

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

【総合型】C日程 出願資格 ※1

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

L&R 355、
L&R+S&W：835※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/48点］

L&R 368、
L&R+S&W：856※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/49点］

L&R 381、
L&R+S&W：877※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/50点］

L&R 394、
L&R+S&W：898※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/51点］

L&R 407、
L&R+S&W：919※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/52点］

L&R 420、
L&R+S&W：940※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/53点］

L&R 433、
L&R+S&W：961※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/54点］

L&R 446、
L&R+S&W：982※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/55点］

L&R 459、
L&R+S&W：1003※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/56点］

L&R 472、
L&R+S&W：1024※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/57点］

L&R 485、
L&R+S&W：1045※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/58点］

L&R 498、
L&R+S&W：1066※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/59点］

L&R 511、
L&R+S&W：1087※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/60点］

L&R 524、
L&R+S&W：1108※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/61点］

L&R 537、
L&R+S&W：1129※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/62点］

L&R 550、
L&R+S&W：1150※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/63点］

L&R 558、
L&R+S&W：1164※3

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

L&R 566、
L&R+S&W：1178※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/65点］

L&R 574、
L&R+S&W：1192※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/66点］

L&R 582、
L&R+S&W：1206※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/67点］

L&R 590、
L&R+S&W：1220※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/68点］

L&R 598、
L&R+S&W：1234※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/69点］

L&R 606、
L&R+S&W：1248※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/70点］

L&R 614、
L&R+S&W：1262※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/71点］

L&R 622、
L&R+S&W：1276※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/72点］

L&R 630、
L&R+S&W：1290※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/73点］

L&R 638、
L&R+S&W：1304※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/74点］

L&R 646、
L&R+S&W：1318※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/75点］

L&R 654、
L&R+S&W：1332※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/76点］

L&R 662、
L&R+S&W：1346※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/77点］

L&R 670、
L&R+S&W：1360※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/78点］

L&R 678、
L&R+S&W：1374※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/79点］

L&R 686、
L&R+S&W：1388※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/80点］

L&R 694、
L&R+S&W：1402※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/81点］

L&R 702、
L&R+S&W：1416※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/82点］

L&R 710、
L&R+S&W：1430※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/83点］

L&R 718、
L&R+S&W：1444※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/84点］

L&R 726、
L&R+S&W：1458※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/85点］

L&R 734、
L&R+S&W：1472※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/86点］

L&R 742、
L&R+S&W：1486※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/87点］

L&R 750、
L&R+S&W：1500※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/88点］

L&R 758、
L&R+S&W：1515※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/89点］

L&R 767、
L&R+S&W：1530※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/90点］

L&R 776、
L&R+S&W：1545※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/91点］

L&R 785、
L&R+S&W：1560※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/92点］

L&R 802、
L&R+S&W：1591※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/93点］

L&R 819、
L&R+S&W：1622※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/94点］

L&R 837、
L&R+S&W：1653※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/95点］

L&R 855、
L&R+S&W：1685※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/96点］

L&R 873、
L&R+S&W：1717※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/97点］

L&R 891、
L&R+S&W：1749※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/98点］

L&R 909、
L&R+S&W：1781※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/99点］

L&R 927、
L&R+S&W：1813※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/100点］

L&R 945、
L&R+S&W：1845※3

【総合型】授業体験型A日程 出願資格 L&R+S&W：940※3

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

L&R 472、
L&R+S&W：1024※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/57点］

L&R 485、
L&R+S&W：1045※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/58点］

L&R 498、
L&R+S&W：1066※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/59点］

L&R 511、
L&R+S&W：1087※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/60点］

L&R 524、
L&R+S&W：1108※3
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都道
府県 学　校 学　部 学　科 【試験形態】入試名 活用方法 基準スコア

京都 京都外国語大学 外国語学部 スペイン語学科 【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/61点］

L&R 537、
L&R+S&W：1129※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/62点］

L&R 550、
L&R+S&W：1150※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/63点］

L&R 558、
L&R+S&W：1164※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/64点］

L&R 566、
L&R+S&W：1178※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/65点］

L&R 574、
L&R+S&W：1192※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/66点］

L&R 582、
L&R+S&W：1206※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/67点］

L&R 590、
L&R+S&W：1220※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/68点］

L&R 598、
L&R+S&W：1234※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/69点］

L&R 606、
L&R+S&W：1248※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/70点］

L&R 614、
L&R+S&W：1262※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/71点］

L&R 622、
L&R+S&W：1276※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/72点］

L&R 630、
L&R+S&W：1290※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/73点］

L&R 638、
L&R+S&W：1304※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/74点］

L&R 646、
L&R+S&W：1318※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/75点］

L&R 654、
L&R+S&W：1332※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/76点］

L&R 662、
L&R+S&W：1346※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/77点］

L&R 670、
L&R+S&W：1360※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/78点］

L&R 678、
L&R+S&W：1374※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/79点］

L&R 686、
L&R+S&W：1388※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/80点］

L&R 694、
L&R+S&W：1402※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/81点］

L&R 702、
L&R+S&W：1416※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/82点］

L&R 710、
L&R+S&W：1430※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/83点］

L&R 718、
L&R+S&W：1444※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/84点］

L&R 726、
L&R+S&W：1458※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/85点］

L&R 734、
L&R+S&W：1472※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/86点］

L&R 742、
L&R+S&W：1486※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/87点］

L&R 750、
L&R+S&W：1500※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/88点］

L&R 758、
L&R+S&W：1515※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/89点］

L&R 767、
L&R+S&W：1530※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/90点］

L&R 776、
L&R+S&W：1545※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/91点］

L&R 785、
L&R+S&W：1560※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/92点］

L&R 802、
L&R+S&W：1591※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/93点］

L&R 819、
L&R+S&W：1622※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/94点］

L&R 837、
L&R+S&W：1653※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/95点］

L&R 855、
L&R+S&W：1685※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/96点］

L&R 873、
L&R+S&W：1717※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/97点］

L&R 891、
L&R+S&W：1749※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/98点］

L&R 909、
L&R+S&W：1781※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/99点］

L&R 927、
L&R+S&W：1813※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/100点］

L&R 945、
L&R+S&W：1845※3

【総合型】授業体験型A日程 出願資格 L&R+S&W：940※3

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

L&R 355、
L&R+S&W：835※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/48点］

L&R 368、
L&R+S&W：856※3

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



136

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

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

L&R 381、
L&R+S&W：877※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/50点］

L&R 394、
L&R+S&W：898※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/51点］

L&R 407、
L&R+S&W：919※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/52点］

L&R 420、
L&R+S&W：940※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/53点］

L&R 433、
L&R+S&W：961※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/54点］

L&R 446、
L&R+S&W：982※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/55点］

L&R 459、
L&R+S&W：1003※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/56点］

L&R 472、
L&R+S&W：1024※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/57点］

L&R 485、
L&R+S&W：1045※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/58点］

L&R 498、
L&R+S&W：1066※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/59点］

L&R 511、
L&R+S&W：1087※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/60点］

L&R 524、
L&R+S&W：1108※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/61点］

L&R 537、
L&R+S&W：1129※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/62点］

L&R 550、
L&R+S&W：1150※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/63点］

L&R 558、
L&R+S&W：1164※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/64点］

L&R 566、
L&R+S&W：1178※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/65点］

L&R 574、
L&R+S&W：1192※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/66点］

L&R 582、
L&R+S&W：1206※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/67点］

L&R 590、
L&R+S&W：1220※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/68点］

L&R 598、
L&R+S&W：1234※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/69点］

L&R 606、
L&R+S&W：1248※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/70点］

L&R 614、
L&R+S&W：1262※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/71点］

L&R 622、
L&R+S&W：1276※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/72点］

L&R 630、
L&R+S&W：1290※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/73点］

L&R 638、
L&R+S&W：1304※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/74点］

L&R 646、
L&R+S&W：1318※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/75点］

L&R 654、
L&R+S&W：1332※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/76点］

L&R 662、
L&R+S&W：1346※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/77点］

L&R 670、
L&R+S&W：1360※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/78点］

L&R 678、
L&R+S&W：1374※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/79点］

L&R 686、
L&R+S&W：1388※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/80点］

L&R 694、
L&R+S&W：1402※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/81点］

L&R 702、
L&R+S&W：1416※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/82点］

L&R 710、
L&R+S&W：1430※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/83点］

L&R 718、
L&R+S&W：1444※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/84点］

L&R 726、
L&R+S&W：1458※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/85点］

L&R 734、
L&R+S&W：1472※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/86点］

L&R 742、
L&R+S&W：1486※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/87点］

L&R 750、
L&R+S&W：1500※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/88点］

L&R 758、
L&R+S&W：1515※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/89点］

L&R 767、
L&R+S&W：1530※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/90点］

L&R 776、
L&R+S&W：1545※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/91点］

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

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

L&R 802、
L&R+S&W：1591※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/93点］

L&R 819、
L&R+S&W：1622※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/94点］

L&R 837、
L&R+S&W：1653※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/95点］

L&R 855、
L&R+S&W：1685※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/96点］

L&R 873、
L&R+S&W：1717※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/97点］

L&R 891、
L&R+S&W：1749※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/98点］

L&R 909、
L&R+S&W：1781※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/99点］

L&R 927、
L&R+S&W：1813※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/100点］

L&R 945、
L&R+S&W：1845※3

【総合型】授業体験型A日程 出願資格 L&R+S&W：940※3

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

L&R 355、
L&R+S&W：835※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/48点］

L&R 368、
L&R+S&W：856※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/49点］

L&R 381、
L&R+S&W：877※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/50点］

L&R 394、
L&R+S&W：898※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/51点］

L&R 407、
L&R+S&W：919※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/52点］

L&R 420、
L&R+S&W：940※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/53点］

L&R 433、
L&R+S&W：961※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/54点］

L&R 446、
L&R+S&W：982※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/55点］

L&R 459、
L&R+S&W：1003※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/56点］

L&R 472、
L&R+S&W：1024※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/57点］

L&R 485、
L&R+S&W：1045※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/58点］

L&R 498、
L&R+S&W：1066※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/59点］

L&R 511、
L&R+S&W：1087※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/60点］

L&R 524、
L&R+S&W：1108※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/61点］

L&R 537、
L&R+S&W：1129※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/62点］

L&R 550、
L&R+S&W：1150※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/63点］

L&R 558、
L&R+S&W：1164※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/64点］

L&R 566、
L&R+S&W：1178※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/65点］

L&R 574、
L&R+S&W：1192※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/66点］

L&R 582、
L&R+S&W：1206※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/67点］

L&R 590、
L&R+S&W：1220※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/68点］

L&R 598、
L&R+S&W：1234※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/69点］

L&R 606、
L&R+S&W：1248※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/70点］

L&R 614、
L&R+S&W：1262※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/71点］

L&R 622、
L&R+S&W：1276※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/72点］

L&R 630、
L&R+S&W：1290※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/73点］

L&R 638、
L&R+S&W：1304※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/74点］

L&R 646、
L&R+S&W：1318※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/75点］

L&R 654、
L&R+S&W：1332※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/76点］

L&R 662、
L&R+S&W：1346※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/77点］

L&R 670、
L&R+S&W：1360※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/78点］

L&R 678、
L&R+S&W：1374※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/79点］

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

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

L&R 694、
L&R+S&W：1402※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/81点］

L&R 702、
L&R+S&W：1416※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/82点］

L&R 710、
L&R+S&W：1430※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/83点］

L&R 718、
L&R+S&W：1444※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/84点］

L&R 726、
L&R+S&W：1458※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/85点］

L&R 734、
L&R+S&W：1472※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/86点］

L&R 742、
L&R+S&W：1486※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/87点］

L&R 750、
L&R+S&W：1500※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/88点］

L&R 758、
L&R+S&W：1515※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/89点］

L&R 767、
L&R+S&W：1530※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/90点］

L&R 776、
L&R+S&W：1545※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/91点］

L&R 785、
L&R+S&W：1560※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/92点］

L&R 802、
L&R+S&W：1591※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/93点］

L&R 819、
L&R+S&W：1622※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/94点］

L&R 837、
L&R+S&W：1653※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/95点］

L&R 855、
L&R+S&W：1685※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/96点］

L&R 873、
L&R+S&W：1717※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/97点］

L&R 891、
L&R+S&W：1749※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/98点］

L&R 909、
L&R+S&W：1781※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/99点］

L&R 927、
L&R+S&W：1813※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/100点］

L&R 945、
L&R+S&W：1845※3

【総合型】授業体験型A日程 出願資格 L&R+S&W：940※3

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

L&R 472、
L&R+S&W：1024※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/57点］

L&R 485、
L&R+S&W：1045※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/58点］

L&R 498、
L&R+S&W：1066※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/59点］

L&R 511、
L&R+S&W：1087※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/60点］

L&R 524、
L&R+S&W：1108※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/61点］

L&R 537、
L&R+S&W：1129※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/62点］

L&R 550、
L&R+S&W：1150※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/63点］

L&R 558、
L&R+S&W：1164※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/64点］

L&R 566、
L&R+S&W：1178※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/65点］

L&R 574、
L&R+S&W：1192※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/66点］

L&R 582、
L&R+S&W：1206※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/67点］

L&R 590、
L&R+S&W：1220※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/68点］

L&R 598、
L&R+S&W：1234※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/69点］

L&R 606、
L&R+S&W：1248※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/70点］

L&R 614、
L&R+S&W：1262※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/71点］

L&R 622、
L&R+S&W：1276※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/72点］

L&R 630、
L&R+S&W：1290※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/73点］

L&R 638、
L&R+S&W：1304※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/74点］

L&R 646、
L&R+S&W：1318※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/75点］

L&R 654、
L&R+S&W：1332※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/76点］

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

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

L&R 670、
L&R+S&W：1360※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/78点］

L&R 678、
L&R+S&W：1374※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/79点］

L&R 686、
L&R+S&W：1388※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/80点］

L&R 694、
L&R+S&W：1402※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/81点］

L&R 702、
L&R+S&W：1416※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/82点］

L&R 710、
L&R+S&W：1430※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/83点］

L&R 718、
L&R+S&W：1444※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/84点］

L&R 726、
L&R+S&W：1458※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/85点］

L&R 734、
L&R+S&W：1472※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/86点］

L&R 742、
L&R+S&W：1486※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/87点］

L&R 750、
L&R+S&W：1500※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/88点］

L&R 758、
L&R+S&W：1515※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/89点］

L&R 767、
L&R+S&W：1530※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/90点］

L&R 776、
L&R+S&W：1545※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/91点］

L&R 785、
L&R+S&W：1560※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/92点］

L&R 802、
L&R+S&W：1591※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/93点］

L&R 819、
L&R+S&W：1622※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/94点］

L&R 837、
L&R+S&W：1653※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/95点］

L&R 855、
L&R+S&W：1685※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/96点］

L&R 873、
L&R+S&W：1717※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/97点］

L&R 891、
L&R+S&W：1749※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/98点］

L&R 909、
L&R+S&W：1781※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/99点］

L&R 927、
L&R+S&W：1813※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/100点］

L&R 945、
L&R+S&W：1845※3

【総合型】授業体験型A日程 出願資格 L&R+S&W：940※3

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

L&R 355、
L&R+S&W：835※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/48点］

L&R 368、
L&R+S&W：856※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/49点］

L&R 381、
L&R+S&W：877※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/50点］

L&R 394、
L&R+S&W：898※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/51点］

L&R 407、
L&R+S&W：919※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/52点］

L&R 420、
L&R+S&W：940※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/53点］

L&R 433、
L&R+S&W：961※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/54点］

L&R 446、
L&R+S&W：982※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/55点］

L&R 459、
L&R+S&W：1003※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/56点］

L&R 472、
L&R+S&W：1024※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/57点］

L&R 485、
L&R+S&W：1045※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/58点］

L&R 498、
L&R+S&W：1066※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/59点］

L&R 511、
L&R+S&W：1087※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/60点］

L&R 524、
L&R+S&W：1108※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/61点］

L&R 537、
L&R+S&W：1129※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/62点］

L&R 550、
L&R+S&W：1150※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/63点］

L&R 558、
L&R+S&W：1164※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/64点］

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

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

L&R 574、
L&R+S&W：1192※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/66点］

L&R 582、
L&R+S&W：1206※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/67点］

L&R 590、
L&R+S&W：1220※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/68点］

L&R 598、
L&R+S&W：1234※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/69点］

L&R 606、
L&R+S&W：1248※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/70点］

L&R 614、
L&R+S&W：1262※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/71点］

L&R 622、
L&R+S&W：1276※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/72点］

L&R 630、
L&R+S&W：1290※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/73点］

L&R 638、
L&R+S&W：1304※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/74点］

L&R 646、
L&R+S&W：1318※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/75点］

L&R 654、
L&R+S&W：1332※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/76点］

L&R 662、
L&R+S&W：1346※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/77点］

L&R 670、
L&R+S&W：1360※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/78点］

L&R 678、
L&R+S&W：1374※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/79点］

L&R 686、
L&R+S&W：1388※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/80点］

L&R 694、
L&R+S&W：1402※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/81点］

L&R 702、
L&R+S&W：1416※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/82点］

L&R 710、
L&R+S&W：1430※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/83点］

L&R 718、
L&R+S&W：1444※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/84点］

L&R 726、
L&R+S&W：1458※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/85点］

L&R 734、
L&R+S&W：1472※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/86点］

L&R 742、
L&R+S&W：1486※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/87点］

L&R 750、
L&R+S&W：1500※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/88点］

L&R 758、
L&R+S&W：1515※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/89点］

L&R 767、
L&R+S&W：1530※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/90点］

L&R 776、
L&R+S&W：1545※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/91点］

L&R 785、
L&R+S&W：1560※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/92点］

L&R 802、
L&R+S&W：1591※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/93点］

L&R 819、
L&R+S&W：1622※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/94点］

L&R 837、
L&R+S&W：1653※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/95点］

L&R 855、
L&R+S&W：1685※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/96点］

L&R 873、
L&R+S&W：1717※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/97点］

L&R 891、
L&R+S&W：1749※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/98点］

L&R 909、
L&R+S&W：1781※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/99点］

L&R 927、
L&R+S&W：1813※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/100点］

L&R 945、
L&R+S&W：1845※3

【総合型】授業体験型A日程 出願資格 L&R+S&W：940※3

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

L&R 574、
L&R+S&W：1192※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/66点］

L&R 582、
L&R+S&W：1206※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/67点］

L&R 590、
L&R+S&W：1220※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/68点］

L&R 598、
L&R+S&W：1234※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/69点］

L&R 606、
L&R+S&W：1248※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/70点］

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

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

L&R 622、
L&R+S&W：1276※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/72点］

L&R 630、
L&R+S&W：1290※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/73点］

L&R 638、
L&R+S&W：1304※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/74点］

L&R 646、
L&R+S&W：1318※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/75点］

L&R 654、
L&R+S&W：1332※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/76点］

L&R 662、
L&R+S&W：1346※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/77点］

L&R 670、
L&R+S&W：1360※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/78点］

L&R 678、
L&R+S&W：1374※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/79点］

L&R 686、
L&R+S&W：1388※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/80点］

L&R 694、
L&R+S&W：1402※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/81点］

L&R 702、
L&R+S&W：1416※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/82点］

L&R 710、
L&R+S&W：1430※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/83点］

L&R 718、
L&R+S&W：1444※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/84点］

L&R 726、
L&R+S&W：1458※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/85点］

L&R 734、
L&R+S&W：1472※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/86点］

L&R 742、
L&R+S&W：1486※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/87点］

L&R 750、
L&R+S&W：1500※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/88点］

L&R 758、
L&R+S&W：1515※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/89点］

L&R 767、
L&R+S&W：1530※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/90点］

L&R 776、
L&R+S&W：1545※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/91点］

L&R 785、
L&R+S&W：1560※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/92点］

L&R 802、
L&R+S&W：1591※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/93点］

L&R 819、
L&R+S&W：1622※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/94点］

L&R 837、
L&R+S&W：1653※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/95点］

L&R 855、
L&R+S&W：1685※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/96点］

L&R 873、
L&R+S&W：1717※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/97点］

L&R 891、
L&R+S&W：1749※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/98点］

L&R 909、
L&R+S&W：1781※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/99点］

L&R 927、
L&R+S&W：1813※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/100点］

L&R 945、
L&R+S&W：1845※3

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

【総合型】自己推薦型 出願資格 L&R+S&W：625※3

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

L&R 472、
L&R+S&W：1024※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/57点］

L&R 485、
L&R+S&W：1045※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/58点］

L&R 498、
L&R+S&W：1066※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/59点］

L&R 511、
L&R+S&W：1087※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/60点］

L&R 524、
L&R+S&W：1108※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/61点］

L&R 537、
L&R+S&W：1129※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/62点］

L&R 550、
L&R+S&W：1150※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/63点］

L&R 558、
L&R+S&W：1164※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/64点］

L&R 566、
L&R+S&W：1178※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/65点］

L&R 574、
L&R+S&W：1192※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/66点］

L&R 582、
L&R+S&W：1206※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/67点］

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

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

L&R 598、
L&R+S&W：1234※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/69点］

L&R 606、
L&R+S&W：1248※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/70点］

L&R 614、
L&R+S&W：1262※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/71点］

L&R 622、
L&R+S&W：1276※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/72点］

L&R 630、
L&R+S&W：1290※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/73点］

L&R 638、
L&R+S&W：1304※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/74点］

L&R 646、
L&R+S&W：1318※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/75点］

L&R 654、
L&R+S&W：1332※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/76点］

L&R 662、
L&R+S&W：1346※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/77点］

L&R 670、
L&R+S&W：1360※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/78点］

L&R 678、
L&R+S&W：1374※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/79点］

L&R 686、
L&R+S&W：1388※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/80点］

L&R 694、
L&R+S&W：1402※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/81点］

L&R 702、
L&R+S&W：1416※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/82点］

L&R 710、
L&R+S&W：1430※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/83点］

L&R 718、
L&R+S&W：1444※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/84点］

L&R 726、
L&R+S&W：1458※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/85点］

L&R 734、
L&R+S&W：1472※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/86点］

L&R 742、
L&R+S&W：1486※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/87点］

L&R 750、
L&R+S&W：1500※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/88点］

L&R 758、
L&R+S&W：1515※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/89点］

L&R 767、
L&R+S&W：1530※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/90点］

L&R 776、
L&R+S&W：1545※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/91点］

L&R 785、
L&R+S&W：1560※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/92点］

L&R 802、
L&R+S&W：1591※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/93点］

L&R 819、
L&R+S&W：1622※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/94点］

L&R 837、
L&R+S&W：1653※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/95点］

L&R 855、
L&R+S&W：1685※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/96点］

L&R 873、
L&R+S&W：1717※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/97点］

L&R 891、
L&R+S&W：1749※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/98点］

L&R 909、
L&R+S&W：1781※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/99点］

L&R 927、
L&R+S&W：1813※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/100点］

L&R 945、
L&R+S&W：1845※3

【総合型】授業体験型A日程 出願資格 L&R+S&W：940※3

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

L&R 472、
L&R+S&W：1024※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/57点］

L&R 485、
L&R+S&W：1045※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/58点］

L&R 498、
L&R+S&W：1066※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/59点］

L&R 511、
L&R+S&W：1087※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/60点］

L&R 524、
L&R+S&W：1108※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/61点］

L&R 537、
L&R+S&W：1129※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/62点］

L&R 550、
L&R+S&W：1150※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/63点］

L&R 558、
L&R+S&W：1164※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/64点］

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

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

L&R 574、
L&R+S&W：1192※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/66点］

L&R 582、
L&R+S&W：1206※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/67点］

L&R 590、
L&R+S&W：1220※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/68点］

L&R 598、
L&R+S&W：1234※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/69点］

L&R 606、
L&R+S&W：1248※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/70点］

L&R 614、
L&R+S&W：1262※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/71点］

L&R 622、
L&R+S&W：1276※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/72点］

L&R 630、
L&R+S&W：1290※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/73点］

L&R 638、
L&R+S&W：1304※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/74点］

L&R 646、
L&R+S&W：1318※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/75点］

L&R 654、
L&R+S&W：1332※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/76点］

L&R 662、
L&R+S&W：1346※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/77点］

L&R 670、
L&R+S&W：1360※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/78点］

L&R 678、
L&R+S&W：1374※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/79点］

L&R 686、
L&R+S&W：1388※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/80点］

L&R 694、
L&R+S&W：1402※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/81点］

L&R 702、
L&R+S&W：1416※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/82点］

L&R 710、
L&R+S&W：1430※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/83点］

L&R 718、
L&R+S&W：1444※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/84点］

L&R 726、
L&R+S&W：1458※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/85点］

L&R 734、
L&R+S&W：1472※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/86点］

L&R 742、
L&R+S&W：1486※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/87点］

L&R 750、
L&R+S&W：1500※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/88点］

L&R 758、
L&R+S&W：1515※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/89点］

L&R 767、
L&R+S&W：1530※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/90点］

L&R 776、
L&R+S&W：1545※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/91点］

L&R 785、
L&R+S&W：1560※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/92点］

L&R 802、
L&R+S&W：1591※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/93点］

L&R 819、
L&R+S&W：1622※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/94点］

L&R 837、
L&R+S&W：1653※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/95点］

L&R 855、
L&R+S&W：1685※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/96点］

L&R 873、
L&R+S&W：1717※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/97点］

L&R 891、
L&R+S&W：1749※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/98点］

L&R 909、
L&R+S&W：1781※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/99点］

L&R 927、
L&R+S&W：1813※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/100点］

L&R 945、
L&R+S&W：1845※3

【総合型】授業体験型A日程 出願資格 L&R+S&W：940※3

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

L&R 710、
L&R+S&W：1430※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/83点］

L&R 718、
L&R+S&W：1444※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/84点］

L&R 726、
L&R+S&W：1458※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/85点］

L&R 734、
L&R+S&W：1472※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/86点］

L&R 742、
L&R+S&W：1486※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/87点］

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

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

L&R 758、
L&R+S&W：1515※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/89点］

L&R 767、
L&R+S&W：1530※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/90点］

L&R 776、
L&R+S&W：1545※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/91点］

L&R 785、
L&R+S&W：1560※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/92点］

L&R 802、
L&R+S&W：1591※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/93点］

L&R 819、
L&R+S&W：1622※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/94点］

L&R 837、
L&R+S&W：1653※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/95点］

L&R 855、
L&R+S&W：1685※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/96点］

L&R 873、
L&R+S&W：1717※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/97点］

L&R 891、
L&R+S&W：1749※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/98点］

L&R 909、
L&R+S&W：1781※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/99点］

L&R 927、
L&R+S&W：1813※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/100点］

L&R 945、
L&R+S&W：1845※3

【総合型】自己推薦型 出願資格 L&R+S&W：625※3

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

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

L&R 574、
L&R+S&W：1192※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/66点］

L&R 582、
L&R+S&W：1206※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/67点］

L&R 590、
L&R+S&W：1220※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/68点］

L&R 598、
L&R+S&W：1234※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/69点］

L&R 606、
L&R+S&W：1248※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/70点］

L&R 614、
L&R+S&W：1262※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/71点］

L&R 622、
L&R+S&W：1276※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/72点］

L&R 630、
L&R+S&W：1290※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/73点］

L&R 638、
L&R+S&W：1304※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/74点］

L&R 646、
L&R+S&W：1318※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/75点］

L&R 654、
L&R+S&W：1332※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/76点］

L&R 662、
L&R+S&W：1346※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/77点］

L&R 670、
L&R+S&W：1360※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/78点］

L&R 678、
L&R+S&W：1374※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/79点］

L&R 686、
L&R+S&W：1388※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/80点］

L&R 694、
L&R+S&W：1402※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/81点］

L&R 702、
L&R+S&W：1416※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/82点］

L&R 710、
L&R+S&W：1430※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/83点］

L&R 718、
L&R+S&W：1444※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/84点］

L&R 726、
L&R+S&W：1458※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/85点］

L&R 734、
L&R+S&W：1472※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/86点］

L&R 742、
L&R+S&W：1486※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/87点］

L&R 750、
L&R+S&W：1500※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/88点］

L&R 758、
L&R+S&W：1515※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/89点］

L&R 767、
L&R+S&W：1530※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/90点］

L&R 776、
L&R+S&W：1545※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/91点］

L&R 785、
L&R+S&W：1560※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/92点］

L&R 802、
L&R+S&W：1591※3



145

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

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

L&R 819、
L&R+S&W：1622※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/94点］

L&R 837、
L&R+S&W：1653※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/95点］

L&R 855、
L&R+S&W：1685※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/96点］

L&R 873、
L&R+S&W：1717※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/97点］

L&R 891、
L&R+S&W：1749※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/98点］

L&R 909、
L&R+S&W：1781※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/99点］

L&R 927、
L&R+S&W：1813※3

【総合型】英語外部検定型 得点換算
［語学検定試験の結果/100点］

L&R 945、
L&R+S&W：1845※3

【総合型】自己推薦型 出願資格 L&R+S&W：625※3

【総合型】授業体験型A日程 出願資格 L&R+S&W：1192※3

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

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

京都産業大学 外国語学部 英語学科、ヨーロッパ言語学科、
アジア言語学科

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

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

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

【学校推薦型】総合評価型 加点［評価点］ L&R+S&W：625※3

【総合型】AO 出願資格 L&R 500

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

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

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

【学校推薦型】総合評価型 加点［評価点］ L&R+S&W：625※3

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

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

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

【学校推薦型】総合評価型 加点［評価点］ L&R+S&W：625※3

現代社会学部 現代社会学科、健康スポーツ
社会学科

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

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

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

【学校推薦型】総合評価型 加点［評価点］ L&R+S&W：625※3

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

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

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

【学校推薦型】総合評価型 加点［評価点］ L&R+S&W：625※3

【総合型】AO 判定優遇・合否参考 ※1

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

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

【学校推薦型】総合評価型 加点［評価点］ L&R+S&W：625※3

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

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

先端生命科学科、産業生命科
学科

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

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

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

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

【学校推薦型】総合評価型 加点［評価点］ L&R+S&W：625※3

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

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

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

【学校推薦型】総合評価型 加点［評価点］ L&R+S&W：625※3

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

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

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

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

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

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

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

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

生活造形学科 【総合型】総合型 加点［書類審査］ ※2

現代社会学部 現代社会学科 【総合型】総合型 加点［書類審査］ ※2

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

教育学科〔教育学専攻〕 【総合型】総合型 加点［書類審査］ ※2

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

児童学科 【総合型】総合型 加点［書類審査］ ※2

心理学科 【総合型】総合型 加点［書類審査］ ※2

文学部 英文学科 【総合型】総合型 加点［書類審査］ ※2

国文学科 【総合型】総合型 加点［書類審査］ ※2

史学科 【総合型】総合型 加点［書類審査］ ※2

法学部 法学科 【総合型】総合型 加点［書類審査］ L&R 500

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

国際文化学部 人文学科、グローバルスタディー
ズ学科

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

【一般】一般（C日程） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3
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京都 京都先端科学大学 健康医療学部 看護学科 【一般】一般（C日程） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

看護学科、言語聴覚学科、
健康スポーツ学科

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

京都ノートルダム女子
大学

現代人間学部 生活環境学科、心理学科、
こども教育学科

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

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

【学校推薦型】学校推薦Ⅰ期 試験免除、得点換算［＜個別＞
英語試験/満点］

L&R+S&W：790
（L&R550～､S&W240～）

【学校推薦型】学校推薦Ⅱ期 試験免除、得点換算［＜個別＞
英語試験/満点］

L&R+S&W：790
（L&R550～､S&W240～）

【学校推薦型】専門学科・総合
学科対象（Ⅰ期）

試験免除、得点換算［＜個別＞
英語試験/満点］

L&R+S&W：790
（L&R550～､S&W240～）

【学校推薦型】専門学科・総合
学科対象（Ⅱ期）

試験免除、得点換算［＜個別＞
英語試験/満点］

L&R+S&W：790
（L&R550～､S&W240～）

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

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

【学校推薦型】学校推薦Ⅱ期 試験免除、得点換算［＜個別＞
英語試験/満点］

L&R+S&W：790
（L&R550～､S&W240～）

【学校推薦型】専門学科・総合
学科対象（Ⅱ期）

試験免除、得点換算［＜個別＞
英語試験/満点］

L&R+S&W：790
（L&R550～､S&W240～）

英語英文学科、国際日本文化
学科

【学校推薦型】学校推薦Ⅰ期 試験免除、得点換算［＜個別＞
英語試験/満点］

L&R+S&W：790
（L&R550～､S&W240～）

【学校推薦型】専門学科・総合
学科対象（Ⅰ期）

試験免除、得点換算［＜個別＞
英語試験/満点］

L&R+S&W：790
（L&R550～､S&W240～）

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

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

【学校推薦型】学校推薦Ⅱ期 試験免除、得点換算［＜個別＞
英語試験/満点］

L&R+S&W：790
（L&R550～､S&W240～）

【学校推薦型】専門学科・総合
学科対象（Ⅱ期）

試験免除、得点換算［＜個別＞
英語試験/満点］

L&R+S&W：790
（L&R550～､S&W240～）

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

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

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

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

【総合型】AO方式 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 510

同志社大学 グローバル・コミュニケー
ション学部

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

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

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

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

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

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

【総合型】アドミッションズオフィス 判定優遇・合否参考 ※1

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

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

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

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

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

法律学科 【総合型】自己推薦 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 700

花園大学 社会福祉学部 児童福祉学科、社会福祉学科、
臨床心理学科

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

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

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

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

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

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

【総合型】推薦L

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

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

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

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

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

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

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

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

文学部 英米学科 【総合型】総合型（自己推薦制）出願資格 L&R 500

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

経営学部 国際経営学科 【総合型】英語重視 出願資格 L&R 650

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

国際関係学部 国際関係学科〔グローバル・
スタディーズ専攻〕

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

国際関係学科〔国際関係学
専攻〕

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

【学校推薦型】学部独自（英語型）出願資格 L&R 600

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

【学校推薦型】専門高校、専門
学科・総合学科 出願資格 L&R 600

【学校推薦型】伝道者推薦 出願資格 L&R 600

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

【学校推薦型】学部独自（英語型）出願資格 L&R 500

国際文化学科、グローバルスタ
ディーズ学科

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

社会学部 社会学科、コミュニティマネジ
メント学科、現代福祉学科

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

植物生命科学科、資源生物科
学科、食品栄養学科、食料農業
システム学科

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

国際学科〔グローバルスタディー
ズ専攻〕

【総合型】グローバルスタディー
ズ入試 出願資格 L&R+S&W：600

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

心理学部 心理学科
〔人工知能・認知科学専攻〕

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

人文学科
〔日本文学専攻、歴史文化専攻〕

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

経営学部 経営学科、ホスピタリティ経営
学科

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

大阪河﨑リハビリ
テーション大学

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

【総合型】総合型 加点［調査書の評価/2点］ L&R+S&W：320※3

【総合型】総合型 加点［調査書の評価/5点］ L&R+S&W：625※3

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

【学校推薦型】公募制 加点［総合点/10点］ L&R 380

【学校推薦型】公募制 加点［総合点/20点］ L&R 450

【総合型】
英語・スポーツ・芸術型 出願資格 L&R 380

【総合型】総合型 加点［総合点/10点］ L&R 380

【総合型】総合型 加点［総合点/20点］ L&R 450

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

【学校推薦型】公募制 加点［総合点/10点］ L&R 380

【学校推薦型】公募制 加点［総合点/20点］ L&R 450

【総合型】
英語・スポーツ・芸術型 出願資格 L&R 380

【総合型】総合型 加点［総合点/10点］ L&R 380

【総合型】総合型 加点［総合点/20点］ L&R 450

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

得点換算［＜共テ＞外国語
/70点］ L&R+S&W：625

【一般】C方式（共テ利用）
3教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】C方式（共テ利用）
3教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/90点］ L&R+S&W：1560

【一般】C方式（共テ利用）
3教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：1845

【一般】C方式（共テ利用）
4教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/70点］ L&R+S&W：625

【一般】C方式（共テ利用）
4教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】C方式（共テ利用）
4教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/90点］ L&R+S&W：1560

【一般】C方式（共テ利用）
4教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：1845

【一般】C方式（共テ利用）
ベスト2教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/70点］ L&R+S&W：625

【一般】C方式（共テ利用）
ベスト2教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】C方式（共テ利用）
ベスト2教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/90点］ L&R+S&W：1560

【一般】C方式（共テ利用）
ベスト2教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：1845

経済学部 経済学科、地域政策学科 【一般】C方式（共テ利用）
3教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/70点］ L&R+S&W：625

【一般】C方式（共テ利用）
3教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】C方式（共テ利用）
3教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/90点］ L&R+S&W：1560

【一般】C方式（共テ利用）
3教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：1845

【一般】C方式（共テ利用）
4教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/70点］ L&R+S&W：625

【一般】C方式（共テ利用）
4教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】C方式（共テ利用）
4教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/90点］ L&R+S&W：1560

【一般】C方式（共テ利用）
4教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：1845

【一般】C方式（共テ利用）
ベスト2教科型

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

得点換算［＜共テ＞外国語
/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】C方式（共テ利用）
ベスト2教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/90点］ L&R+S&W：1560

【一般】C方式（共テ利用）
ベスト2教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：1845

情報社会学部 情報社会学科 【一般】C方式（共テ利用）
3教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/70点］ L&R+S&W：625

【一般】C方式（共テ利用）
3教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】C方式（共テ利用）
3教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/90点］ L&R+S&W：1560

【一般】C方式（共テ利用）
3教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：1845

【一般】C方式（共テ利用）
4教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/70点］ L&R+S&W：625

【一般】C方式（共テ利用）
4教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】C方式（共テ利用
）4教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/90点］ L&R+S&W：1560

【一般】C方式（共テ利用）
4教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：1845

【一般】C方式（共テ利用）
ベスト2教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/70点］ L&R+S&W：625

【一般】C方式（共テ利用）
ベスト2教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】C方式（共テ利用）
ベスト2教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/90点］ L&R+S&W：1560

【一般】C方式（共テ利用）
ベスト2教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：1845

人間科学部 人間科学科 【一般】C方式（共テ利用）
3教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/70点］ L&R+S&W：625

【一般】C方式（共テ利用）
3教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】C方式（共テ利用）
3教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/90点］ L&R+S&W：1560

【一般】C方式（共テ利用）
3教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：1845

【一般】C方式（共テ利用）
4教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/70点］ L&R+S&W：625

【一般】C方式（共テ利用）
4教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】C方式（共テ利用）
4教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/90点］ L&R+S&W：1560

【一般】C方式（共テ利用）
4教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：1845

【一般】C方式（共テ利用）
ベスト2教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/70点］ L&R+S&W：625

【一般】C方式（共テ利用）
ベスト2教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】C方式（共テ利用）
ベスト2教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/90点］ L&R+S&W：1560

【一般】C方式（共テ利用）
ベスト2教科型

得点換算［＜共テ＞外国語
/100点］ L&R+S&W：1845

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

【一般】共テ利用
（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期）3教科型 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：950
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大阪 大阪経済法科大学 経営学部 経営学科 【学校推薦型】公募制 得点換算［＜個別＞基礎素養
検査（英語）/70点］ L&R+S&W：650

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

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

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

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

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

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

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

【総合型】専門学科・総合学科
（基礎素養）

出願資格、得点換算
［取得資格点/70点］ L&R+S&W：650

【総合型】専門学科・総合学科
（基礎素養）

出願資格、得点換算
［取得資格点/80点］ L&R+S&W：750

【総合型】専門学科・総合学科
（基礎素養）

出願資格、得点換算
［取得資格点/90点］ L&R+S&W：850

【総合型】専門学科・総合学科
（基礎素養）

出願資格、得点換算
［取得資格点/100点］ L&R+S&W：950

【総合型】専門学科・総合学科
（小論文）

出願資格、得点換算
［取得資格点/70点］ L&R+S&W：650

【総合型】専門学科・総合学科
（小論文）

出願資格、得点換算
［取得資格点/80点］ L&R+S&W：750

【総合型】専門学科・総合学科
（小論文）

出願資格、得点換算
［取得資格点/90点］ L&R+S&W：850

【総合型】専門学科・総合学科
（小論文）

出願資格、得点換算
［取得資格点/100点］ L&R+S&W：950

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

【総合型】専門学科・総合学科
（基礎素養）

出願資格、得点換算
［取得資格点/70点］ L&R+S&W：650

【総合型】専門学科・総合学科
（基礎素養）

出願資格、得点換算
［取得資格点/80点］ L&R+S&W：750

【総合型】専門学科・総合学科
（基礎素養）

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

出願資格、得点換算
［取得資格点/100点］ L&R+S&W：950

【総合型】専門学科・総合学科
（小論文）

出願資格、得点換算
［取得資格点/70点］ L&R+S&W：650

【総合型】専門学科・総合学科
（小論文）

出願資格、得点換算
［取得資格点/80点］ L&R+S&W：750

【総合型】専門学科・総合学科
（小論文）

出願資格、得点換算
［取得資格点/90点］ L&R+S&W：850

【総合型】専門学科・総合学科
（小論文）

出願資格、得点換算
［取得資格点/100点］ L&R+S&W：950

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

【総合型】資格利用 出願資格、得点換算
［取得資格点/90点］ L&R+S&W：850

【総合型】資格利用 出願資格、得点換算
［取得資格点/100点］ L&R+S&W：950

【総合型】専門学科・総合学科
（基礎素養）

出願資格、得点換算
［取得資格点/70点］ L&R+S&W：650

【総合型】専門学科・総合学科
（基礎素養）

出願資格、得点換算
［取得資格点/80点］ L&R+S&W：750

【総合型】専門学科・総合学科
（基礎素養）

出願資格、得点換算
［取得資格点/90点］ L&R+S&W：850

【総合型】専門学科・総合学科
（基礎素養）

出願資格、得点換算
［取得資格点/100点］ L&R+S&W：950

【総合型】専門学科・総合学科
（小論文）

出願資格、得点換算
［取得資格点/70点］ L&R+S&W：650

【総合型】専門学科・総合学科
（小論文）

出願資格、得点換算
［取得資格点/80点］ L&R+S&W：750

【総合型】専門学科・総合学科
（小論文）

出願資格、得点換算
［取得資格点/90点］ L&R+S&W：850

【総合型】専門学科・総合学科
（小論文）

出願資格、得点換算
［取得資格点/100点］ L&R+S&W：950

法学部 法律学科 【一般】一般前期プラス資格 出願資格、得点換算
［取得資格点/70点］ L&R+S&W：650

【一般】一般前期プラス資格 出願資格、得点換算
［取得資格点/80点］ L&R+S&W：750

【一般】一般前期プラス資格 出願資格、得点換算
［取得資格点/90点］ L&R+S&W：850

【一般】一般前期プラス資格 出願資格、得点換算
［取得資格点/100点］ L&R+S&W：950

【一般】共テ利用（Ⅰ期）4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：650

【一般】共テ利用（Ⅰ期）4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/80点］ L&R+S&W：750
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大阪 大阪経済法科大学 法学部 法律学科 【一般】共テ利用（Ⅰ期）4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/90点］ L&R+S&W：850

【一般】共テ利用（Ⅰ期）4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：950

【一般】共テ利用
（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期）2教科型 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：650

【一般】共テ利用
（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期）2教科型 得点換算［＜共テ＞英語/80点］ L&R+S&W：750

【一般】共テ利用
（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期）2教科型 得点換算［＜共テ＞英語/90点］ L&R+S&W：850

【一般】共テ利用
（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期）2教科型 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：950

【一般】共テ利用
（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期）3教科型 得点換算［＜共テ＞英語/70点］ L&R+S&W：650

【一般】共テ利用
（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期）3教科型 得点換算［＜共テ＞英語/80点］ L&R+S&W：750

【一般】共テ利用
（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期）3教科型 得点換算［＜共テ＞英語/90点］ L&R+S&W：850

【一般】共テ利用
（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期）3教科型 得点換算［＜共テ＞英語/100点］ L&R+S&W：950

【学校推薦型】公募制 得点換算［＜個別＞基礎素養
検査（英語）/70点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】公募制 得点換算［＜個別＞基礎素養
検査（英語）/80点］ L&R+S&W：750

【学校推薦型】公募制 得点換算［＜個別＞基礎素養
検査（英語）/90点］ L&R+S&W：850

【学校推薦型】公募制 得点換算［＜個別＞基礎素養
検査（英語）/100点］ L&R+S&W：950

【総合型】資格利用 出願資格、得点換算
［取得資格点/70点］ L&R+S&W：650

【総合型】資格利用 出願資格、得点換算
［取得資格点/80点］ L&R+S&W：750

【総合型】資格利用 出願資格、得点換算
［取得資格点/90点］ L&R+S&W：850

【総合型】資格利用 出願資格、得点換算
［取得資格点/100点］ L&R+S&W：950

【総合型】専門学科・総合学科
（基礎素養）

出願資格、得点換算
［取得資格点/70点］ L&R+S&W：650

【総合型】専門学科・総合学科
（基礎素養）

出願資格、得点換算
［取得資格点/80点］ L&R+S&W：750

【総合型】専門学科・総合学科
（基礎素養）

出願資格、得点換算
［取得資格点/90点］ L&R+S&W：850

【総合型】専門学科・総合学科
（基礎素養）

出願資格、得点換算
［取得資格点/100点］ L&R+S&W：950

【総合型】専門学科・総合学科
（小論文）

出願資格、得点換算
［取得資格点/70点］ L&R+S&W：650

【総合型】専門学科・総合学科
（小論文）

出願資格、得点換算
［取得資格点/80点］ L&R+S&W：750

【総合型】専門学科・総合学科
（小論文）

出願資格、得点換算
［取得資格点/90点］ L&R+S&W：850

【総合型】専門学科・総合学科
（小論文）

出願資格、得点換算
［取得資格点/100点］ L&R+S&W：950

大阪工業大学 ロボティクス＆デザイン
工学部

ロボット工学科、システムデザイン
工学科、空間デザイン学科

【一般】共テ利用（後期C） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R 530

【一般】共テ利用（後期C） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R 630

【一般】共テ利用（後期C） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R 730

工学部 都市デザイン工学科、建築学科、
機械工学科、電気電子システム
工学科、電子情報システム工学
科、応用化学科、環境工学科、
生命工学科

【一般】共テ利用（後期C） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R 530

【一般】共テ利用（後期C） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R 630

【一般】共テ利用（後期C） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R 730

情報科学部 データサイエンス学科、情報知能
学科、情報システム学科、情報
メディア学科、ネットワークデザ
イン学科

【一般】共テ利用（後期C） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R 530

【一般】共テ利用（後期C） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R 630

【一般】共テ利用（後期C） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R 730

【学校推薦型】普通科高校特別 加点［合計得点/15点］ L&R 400

知的財産学部 知的財産学科 【一般】共テ利用（後期C） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R 530

【一般】共テ利用（後期C） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R 630

【一般】共テ利用（後期C） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R 730

【学校推薦型】普通科高校特別 加点［合計得点/15点］ L&R 400

大阪国際大学 経営経済学部 経営学科、経済学科 【一般】一般（前、中） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R 450

【一般】一般（前、中） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 550

【一般】一般（前、中） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 730
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大阪 大阪国際大学 経営経済学部 経営学科、経済学科 【一般】一般（後） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R 450

【一般】一般（後） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 550

【一般】一般（後） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 730

【学校推薦型】公募A 得点換算［＜個別＞基礎学力
調査（英語）/30点］ L&R 450

【学校推薦型】公募A 得点換算［＜個別＞基礎学力
調査（英語）/40点］ L&R 550

【学校推薦型】公募A 得点換算［＜個別＞基礎学力
調査（英語）/50点］ L&R 730

【学校推薦型】公募B 得点換算［＜個別＞基礎学力
調査（英語）/30点］ L&R 450

【学校推薦型】公募B 得点換算［＜個別＞基礎学力
調査（英語）/40点］ L&R 550

【学校推薦型】公募B 得点換算［＜個別＞基礎学力
調査（英語）/50点］ L&R 730

【総合型】AO
（資格・活動実績等方式） 出願資格、加点［資格活動実績］ L&R 420

国際教養学部 国際コミュニケーション学科、
国際観光学科

【一般】一般（前、中） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R 450

【一般】一般（前、中） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 550

【一般】一般（前、中） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 730

【一般】一般（後） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R 450

【一般】一般（後） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 550

【一般】一般（後） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 730

【学校推薦型】公募A 得点換算［＜個別＞基礎学力
調査（英語）/30点］ L&R 450

【学校推薦型】公募A 得点換算［＜個別＞基礎学力
調査（英語）/40点］ L&R 550

【学校推薦型】公募A 得点換算［＜個別＞基礎学力
調査（英語）/50点］ L&R 730

【学校推薦型】公募B 得点換算［＜個別＞基礎学力
調査（英語）/30点］ L&R 450

【学校推薦型】公募B 得点換算［＜個別＞基礎学力
調査（英語）/40点］ L&R 550

【学校推薦型】公募B 得点換算［＜個別＞基礎学力
調査（英語）/50点］ L&R 730

【総合型】AO
（資格・活動実績等方式） 出願資格、加点［資格活動実績］ L&R 420

人間科学部 心理コミュニケーション学科、
人間健康科学科、スポーツ
行動学科

【一般】一般（前、中） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R 450

【一般】一般（前、中） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 550

【一般】一般（前、中） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 730

【一般】一般（後） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R 450

【一般】一般（後） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 550

【一般】一般（後） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 730

【学校推薦型】公募A 得点換算［＜個別＞基礎学力
調査（英語）/30点］ L&R 450

【学校推薦型】公募A 得点換算［＜個別＞基礎学力
調査（英語）/40点］ L&R 550

【学校推薦型】公募A 得点換算［＜個別＞基礎学力
調査（英語）/50点］ L&R 730

【学校推薦型】公募B 得点換算［＜個別＞基礎学力
調査（英語）/30点］ L&R 450

【学校推薦型】公募B 得点換算［＜個別＞基礎学力
調査（英語）/40点］ L&R 550

【学校推薦型】公募B 得点換算［＜個別＞基礎学力
調査（英語）/50点］ L&R 730

【総合型】AO
（資格・活動実績等方式） 出願資格、加点［資格活動実績］ L&R 420

大阪産業大学 デザイン工学部 情報システム学科 【一般】資格取得者一般 出願資格 L&R 430

経営学部 経営学科、商学科 【一般】資格取得者一般 出願資格 L&R 385、Bridge 140

経済学部 経済学科、国際経済学科 【一般】資格取得者一般 出願資格 L&R 385、Bridge 140

国際学部 国際学科 【一般】資格取得者一般 出願資格 L&R 395、Bridge 140

大阪歯科大学 医療保健学部 口腔保健学科、口腔工学科 【一般】一般前、後 得点換算［＜個別＞英語］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般前、後 得点換算［＜個別＞英語］ L&R 700、
L&R+S&W：1095

【学校推薦型】A、B日程 得点換算［＜個別＞英語］ L&R 550、
L&R+S&W：790
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大阪 大阪歯科大学 医療保健学部 口腔保健学科、口腔工学科 【学校推薦型】A、B日程 得点換算［＜個別＞英語］ L&R 700、
L&R+S&W：1095

歯学部 歯学科 【一般】一般前、後 得点換算［＜個別＞英語］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【一般】一般前、後 得点換算［＜個別＞英語］ L&R 700、
L&R+S&W：1095

【学校推薦型】公募制 得点換算［＜個別＞英語］ L&R 550、
L&R+S&W：790

【学校推薦型】公募制 得点換算［＜個別＞英語］ L&R 700、
L&R+S&W：1095

大阪樟蔭女子大学 学芸学部 ライフプランニング学科 【総合型】活動実績アピール型 判定優遇・合否参考 ※2

化粧ファッション学科 【総合型】活動実績アピール型 判定優遇・合否参考 ※2

国際英語学科 【総合型】活動実績アピール型 判定優遇・合否参考 L&R 350＋※1

国文学科 【総合型】活動実績アピール型 判定優遇・合否参考 ※2

心理学科 【総合型】活動実績アピール型 判定優遇・合否参考 ※2

児童教育学部 児童教育学科 【総合型】活動実績アピール型 判定優遇・合否参考 ※2

大阪商業大学 経済学部 経済学科 【学校推薦型】海外留学公募
推薦（資格型） 出願資格 L&R 440、Bridge 150、

L&R+S&W：600

【学校推薦型】資格公募 出願資格、得点換算
［資格点/70点］

L&R 440、Bridge 150、
L&R+S&W：600

【学校推薦型】資格公募 出願資格、得点換算
［資格点/80点］

L&R 555、Bridge 160、
L&R+S&W：790

【学校推薦型】資格公募 出願資格、得点換算
［資格点/90点］

L&R 675、
L&R+S&W：945

【学校推薦型】資格公募 出願資格、得点換算
［資格点/100点］

L&R 785、
L&R+S&W：1095

【総合型】資格利用 出願資格 L&R 440、Bridge 150、
L&R+S&W：600

公共学部 公共学科 【学校推薦型】海外留学公募
推薦（資格型） 出願資格 L&R 440、Bridge 150、

L&R+S&W：600

【学校推薦型】資格公募 出願資格、得点換算
［資格点/70点］

L&R 440、Bridge 150、
L&R+S&W：600

【学校推薦型】資格公募 出願資格、得点換算
［資格点/80点］

L&R 555、Bridge 160、
L&R+S&W：790

【学校推薦型】資格公募 出願資格、得点換算
［資格点/90点］

L&R 675、
L&R+S&W：945

【学校推薦型】資格公募 出願資格、得点換算
［資格点/100点］

L&R 785、
L&R+S&W：1095

【総合型】資格利用 出願資格 L&R 440、Bridge 150、
L&R+S&W：600

総合経営学部 経営学科、商学科 【学校推薦型】海外留学公募
推薦（資格型） 出願資格 L&R 440、Bridge 150、

L&R+S&W：600

【学校推薦型】資格公募 出願資格、得点換算
［資格点/70点］

L&R 440、Bridge 150、
L&R+S&W：600

【学校推薦型】資格公募 出願資格、得点換算
［資格点/80点］

L&R 555、Bridge 160、
L&R+S&W：790

【学校推薦型】資格公募 出願資格、得点換算
［資格点/90点］

L&R 675、
L&R+S&W：945

【学校推薦型】資格公募 出願資格、得点換算
［資格点/100点］

L&R 785、
L&R+S&W：1095

【総合型】資格利用 出願資格 L&R 440、Bridge 150、
L&R+S&W：600

大阪女学院大学 国際・英語学部 国際・英語学科 【総合型】英語資格試験型　
一期～九期 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 500

【総合型】自己推薦 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 400、Bridge 140

大阪信愛学院大学 看護学部 看護学科 【一般】一般（前） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般（前） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般（前） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【一般】一般（中、後） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般（中、後） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般（中、後） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】公募制推薦 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3

【学校推薦型】公募制推薦 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】公募制推薦 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

教育学部 教育学科 【一般】一般（前） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般（前） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般（前） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3
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大阪 大阪信愛学院大学 教育学部 教育学科 【一般】一般（中、後） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般（中、後） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般（中、後） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】公募制推薦 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3

【学校推薦型】公募制推薦 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】公募制推薦 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

大阪成蹊大学 教育学部 教育学科 【一般】一般A、B、C、D、E、F
（3教科型）＜幼児教育コース＞ 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625

【一般】一般A、B、C、D、E、F
（3教科型）＜幼児教育コース＞ 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般A、B、C、D、E、F
（3教科型）＜幼児教育コース＞ 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1355

【一般】一般A、B、C、D、E、F
（3教科型）＜幼児教育コース＞ 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般A、B、C、D、E、F（3教
科型）＜幼児教育コース以外＞ 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625

【一般】一般A、B、C、D、E、F（3教
科型）＜幼児教育コース以外＞ 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般A、B、C、D、E、F（3教
科型）＜幼児教育コース以外＞ 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1355

【一般】一般A、B、C、D、E、F（3教
科型）＜幼児教育コース以外＞ 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（1教科型）＜幼児教育コース＞ 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（1教科型）＜幼児教育コース＞ 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（1教科型）＜幼児教育コース＞ 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1355

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（1教科型）＜幼児教育コース＞ 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（2教科型）＜幼児教育コース＞ 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（2教科型）＜幼児教育コース＞ 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（2教科型）＜幼児教育コース＞ 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1355

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（2教科型）＜幼児教育コース＞ 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G（2教
科型）＜幼児教育コース以外＞ 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G（2教
科型）＜幼児教育コース以外＞ 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G（2教
科型）＜幼児教育コース以外＞ 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1355

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G（2教
科型）＜幼児教育コース以外＞ 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【学校推薦型】A、B、C日程
（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625

【学校推薦型】A、B、C日程
（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【学校推薦型】A、B、C日程
（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1355

【学校推薦型】A、B、C日程
（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

経営学部 スポーツマネジメント学科 【総合型】B、C日程（自己推薦型） 判定優遇・合否参考 L&R 420

経営学科 【総合型】B、C日程（自己推薦型） 判定優遇・合否参考 L&R 420

経営学科、スポーツマネジメント
学科

【一般】一般A、B、C、D、E、F
（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625

【一般】一般A、B、C、D、E、F
（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般A、B、C、D、E、F
（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1355

【一般】一般A、B、C、D、E、F
（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1355

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【学校推薦型】A、B、C日程 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625

【学校推薦型】A、B、C日程 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【学校推薦型】A、B、C日程 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1355
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大阪 大阪成蹊大学 経営学部 経営学科、スポーツマネジメント
学科 【学校推薦型】A、B、C日程 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

芸術学部 造形芸術学科 【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（1教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（1教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（1教科型） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1355

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（1教科型） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1355

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【学校推薦型】A、B、C日程
（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625

【学校推薦型】A、B、C日程
（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【学校推薦型】A、B、C日程
（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1355

【学校推薦型】A、B、C日程
（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

国際観光学部 国際観光学科 【一般】一般A、B、C、D、E、F
（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625

【一般】一般A、B、C、D、E、F
（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般A、B、C、D、E、F
（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1355

【一般】一般A、B、C、D、E、F
（3教科型） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1355

【一般】一般A、B、C、D、E、F、G
（2教科型） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【学校推薦型】A、B、C日程 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625

【学校推薦型】A、B、C日程 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【学校推薦型】A、B、C日程 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1355

【学校推薦型】A、B、C日程 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【総合型】B、C日程 判定優遇・合否参考 L&R 420

大阪電気通信大学 医療健康科学部 医療科学科 【総合型】AO（資格評価タイプ）判定優遇・合否参考 L&R 450＋※1

医療科学科、理学療法学科、
健康スポーツ科学科 【学校推薦型】公募推薦 加点［総合評価］ L&R 300

工学部 環境科学科 【総合型】AO（資格評価タイプ）判定優遇・合否参考 L&R 400＋※1

機械工学科 【総合型】AO（資格評価タイプ）判定優遇・合否参考 L&R 500＋※1

基礎理工学科 【総合型】AO（資格評価タイプ）判定優遇・合否参考 L&R 500＋※1

建築学科 【総合型】AO（資格評価タイプ）判定優遇・合否参考 L&R 500＋※1

電気電子工学科 【総合型】AO（資格評価タイプ）判定優遇・合否参考 L&R 500＋※1

電気電子工学科、電子機械工学
科、機械工学科、基礎理工学科、
環境科学科、建築学

【学校推薦型】公募推薦 加点［総合評価］ L&R 300

電子機械工学科 【総合型】AO（資格評価タイプ）判定優遇・合否参考 L&R 500＋※1

情報通信工学部 情報工学科、通信工学科 【学校推薦型】公募推薦 加点［総合評価］ L&R 300

総合情報学部 ゲーム＆メディア学科 【総合型】AO（資格評価タイプ）判定優遇・合否参考 L&R 500＋※1

デジタルゲーム学科 【総合型】AO（資格評価タイプ）判定優遇・合否参考 L&R 500＋※1

デジタルゲーム学科、情報学科、
ゲーム＆メディア学科 【学校推薦型】公募推薦 加点［総合評価］ L&R 300

関西医科大学 医学部 医学科 【学校推薦型】特色（英語型） 出願資格 L&R＋S&W：CEFR B2

関西外国語大学 英語キャリア学部 英語キャリア学科
〔小学校教員コースを除く〕

【一般】前（S） 加点［＜個別＞外国語試験
/10点］ L&R 450（R225）

【一般】前（S） 加点［＜個別＞外国語試験
/15点］ L&R 675（R335）

【一般】前（S） 加点［＜個別＞外国語試験
/20点］ L&R 860（R430）
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大阪 関西外国語大学 英語国際学部 英語国際学科 【一般】前（S） 加点［＜個別＞外国語試験
/10点］ L&R 450（R225）

【一般】前（S） 加点［＜個別＞外国語試験
/15点］ L&R 675（R335）

【一般】前（S） 加点［＜個別＞外国語試験
/20点］ L&R 860（R430）

外国語学部 英米語学科、スペイン語学科 【一般】前（S） 加点［＜個別＞外国語試験
/10点］ L&R 450（R225）

【一般】前（S） 加点［＜個別＞外国語試験
/15点］ L&R 675（R335）

【一般】前（S） 加点［＜個別＞外国語試験
/20点］ L&R 860（R430）

関西大学 システム理工学部 数学科、物理・応用物理学科、機
械工学科、電気電子情報工学科

【一般】共テ後（3科目型 英語
外部試験利用） 出願資格 L&R+S&W：790

（L&R550､S&W240）

－ 【総合型】アドミッション・オフィス 
（活動実績評価型）＜電気電子
情報工学科以外＞

出願資格、判定優遇・合否参考 ※2

外国語学部 外国語学科 【一般】一般（2教科型 英語
+1教科選択）

試験免除、得点換算［＜個別＞
外国語/満点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

化学生命工学部 化学物質工学、生命・生物工
学科

【総合型】アドミッション・オフィス 
（活動実績評価型）＜電気電子
情報工学科以外＞

出願資格、判定優遇・合否参考 ※2

経済学部 経済学科 【一般】一般（2教科型 英語
外部試験利用） 出願資格 L&R+S&W：790

（L&R550､S&W240）

【総合型】アドミッション・オフィス 出願資格 L&R 730＋※2

社会安全学部 安全マネジメント学科 【一般】一般（2教科型 英語
外部試験利用） 出願資格 L&R+S&W：790

（L&R550､S&W240）

商学部 商学科 【学校推薦型】公募制推薦 出願資格 L&R 490

【総合型】アドミッション・オフィス 出願資格 L&R 740＋※2

政策創造学部 政策学科、国際アジア学科 【一般】一般（2教科型 英語
外部試験利用） 出願資格 L&R+S&W：790

（L&R550､S&W240）
【総合型】アドミッション・オフィス
（国際活動志向型） 出願資格 L&R+S&W：1095

（L&R785､S&W310）

総合情報学部 総合情報学科 【総合型】アドミッション・オフィス
（活動実績評価型） 出願資格、判定優遇・合否参考 ※2

都市環境工学部 建築学科、都市システム工学科、
エネルギー環境・化学工学科

【総合型】アドミッション・オフィス 
（活動実績評価型）＜電気電子
情報工学科以外＞

出願資格、判定優遇・合否参考 ※2

人間健康学部 人間健康学科 【一般】一般（2教科型 英語
外部試験利用） 出願資格 L&R+S&W：790

（L&R550､S&W240）

文学部 総合人文学科 【一般】共テ前（2科目型 英語
外部試験重視）

出願資格、得点換算［＜共テ＞
英語/160点］

L&R+S&W：
L&R550､S&W240

【一般】共テ前（2科目型 英語
外部試験重視）

出願資格、得点換算［＜共テ＞
英語/180点］

L&R+S&W：
L&R670､S&W275

【一般】共テ前（2科目型 英語
外部試験重視）

出願資格、得点換算［＜共テ＞
英語/200点］

L&R+S&W：
L&R785､S&W310

【総合型】アドミッション・オフィス
（外国語能力重視型） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 500

総合人文学科
<初等教育学専修以外>

【一般】一般（2教科型 英語
外部試験利用） 出願資格 L&R+S&W：790

（L&R550､S&W240）

法学部 法学政治学科 【一般】一般（2教科型 英語
外部試験利用） 出願資格 L&R+S&W：790

（L&R550､S&W240）
【総合型】アドミッション・オフィス
（Ⅰ型）

試験免除
［＜第1次選考＞小論文］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

近畿大学 経営学部 経営学科、商学科、会計学科、
キャリア・マネジメント学科

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

経済学部 経済学科、国際経済学科、
総合経済政策学科

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

建築学部 建築学科 【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

工学部 化学生命工学科、機械工学科、
ロボティクス学科、電子情報工
学科、情報学科、建築学科

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

【総合型】AO 判定優遇・合否参考 ※1

国際学部 国際学科 【一般】A、B（A、Bともスタンダード方
式、高得点科目重視方式）、後（高
得点方式）、国際学部独自（Aのみ）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/70点］ L&R+S&W：600
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大阪 近畿大学 国際学部 国際学科 【一般】A、B（A、Bともスタンダード方式、
高得点科目重視方式）、後（高得点
方式）、国際学部独自（Aのみ）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/85点］ L&R+S&W：650

【一般】A、B（A、Bともスタンダード方式、
高得点科目重視方式）、後（高得点
方式）、国際学部独自（Aのみ）

得点換算［＜個別＞外国語
（英語）/100点］ L&R+S&W：750

【学校推薦型】一般公募
（国際学部独自方式を除く） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募
（国際学部独自方式を除く） 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募
（国際学部独自方式を除く） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

国際学科〔グローバル専攻〕 【総合型】AO 出願資格 L&R+S&W：560

産業理工学部 生物環境化学科、電気電子
工学科、建築・デザイン学科、
情報学科、経営ビジネス学科

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

情報学部 情報学科 【学校推薦型】一般公募
（情報学部独自方式を除く） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募
（情報学部独自方式を除く） 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募
（情報学部独自方式を除く） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

生物理工学部 生物工学科、遺伝子工学科、
食品安全工学科、生命情報
工学科、人間環境デザイン
工学科、医用工学科

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

総合社会学部 総合社会学科 【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

農学部 応用生命化学科 【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

環境管理学科 【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

食品栄養学科 【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

水産学科 【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

生物機能科学科 【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

農業生産科学科 【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

文芸学部 芸術学科 【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

文化デザイン学科 【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750
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大阪 近畿大学 文芸学部 文学科〔英語英米文学専攻〕【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

文化・歴史学科 【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

法学部 法律学科 【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

薬学部 創薬科学科 【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

理工学部 エネルギー物質学科 【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

応用化学科 【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

機械工学科 【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

社会環境工学科 【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

生命科学科 【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

電気電子通信工学科 【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

理学科 【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：600

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R+S&W：650

【学校推薦型】一般公募 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：750

四天王寺大学 看護学部 看護学科 【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150
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大阪 四天王寺大学 看護学部 看護学科 【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【総合型】特別活動型 加点［評価点/10点］ L&R 350

【総合型】特別活動型 加点［評価点/15点］ L&R 420

【総合型】特別活動型 加点［評価点/20点］ L&R 500

教育学部 教育学科
〔英語教育・小学校コース〕

【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

教育学科〔小学校教育コース〕【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

教育学科〔保健教育コース〕 【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

教育学科〔幼児教育保育コース〕【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350
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大阪 四天王寺大学 教育学部 教育学科〔幼児教育保育コース〕【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

教育学科 【総合型】特別活動型 加点［評価点/10点］ L&R 350

【総合型】特別活動型 加点［評価点/15点］ L&R 420

【総合型】特別活動型 加点［評価点/20点］ L&R 500

経営学部 経営学科 【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【総合型】特別活動型 加点［評価点/10点］ L&R 350

【総合型】特別活動型 加点［評価点/15点］ L&R 420

【総合型】特別活動型 加点［評価点/20点］ L&R 500

人文社会学部 国際キャリア学科 【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【学校推薦型】同窓生 出願資格 L&R 550

社会学科 【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350
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大阪 四天王寺大学 人文社会学部 社会学科 【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

日本学科 【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

日本学科、国際キャリア学科、
社会学科、人間福祉学科

【総合型】特別活動型 加点［評価点/10点］ L&R 350

【総合型】特別活動型 加点［評価点/15点］ L&R 420

【総合型】特別活動型 加点［評価点/20点］ L&R 500

人間福祉学科 【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（前期）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（前期）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（中期） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1350

【一般】一般（後期） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

摂南大学 看護学部 看護学科 【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R+S&W：1560

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1845

【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

得点換算
［＜適性検査＞英語/80%］ L&R+S&W：1150

【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

得点換算
［＜適性検査＞英語/90%］ L&R+S&W：1560

【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

試験免除、得点換算
［＜適性検査＞英語/100%］ L&R+S&W：1845
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大阪 摂南大学 看護学部 看護学科 【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/3点］ L&R 300

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/6点］ L&R 400

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/10点］ L&R 530

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/13点］ L&R 730

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/15点］ L&R 880

経営学部 経営学科 【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R+S&W：1560

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1845

【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

得点換算
［＜適性検査＞英語/80%］ L&R+S&W：1150

【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

得点換算
［＜適性検査＞英語/90%］ L&R+S&W：1560

【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

試験免除、得点換算
［＜適性検査＞英語/100%］ L&R+S&W：1845

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/3点］ L&R 300

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/6点］ L&R 400

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/10点］ L&R 530

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/13点］ L&R 730

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/15点］ L&R 880

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/3点］ L&R 300

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/6点］ L&R 400

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/10点］ L&R 530

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/13点］ L&R 730

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/15点］ L&R 880

経済学部 経済学科 【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R+S&W：1560

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1845

【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

得点換算
［＜適性検査＞英語/80%］ L&R+S&W：1150

【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

得点換算
［＜適性検査＞英語/90%］ L&R+S&W：1560

【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

試験免除、得点換算
［＜適性検査＞英語/100%］ L&R+S&W：1845

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/3点］ L&R 300

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/6点］ L&R 400

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/10点］ L&R 530

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/13点］ L&R 730

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/15点］ L&R 880

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/3点］ L&R 300

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/6点］ L&R 400

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/10点］ L&R 530

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/13点］ L&R 730

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/15点］ L&R 880

国際学部 国際学科 【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R+S&W：1560

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1845

【学校推薦型】
課外活動優秀者推薦入試 出願資格 L&R 300

【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

得点換算
［＜適性検査＞英語/80%］ L&R+S&W：1150

【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

得点換算
［＜適性検査＞英語/90%］ L&R+S&W：1560
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大阪 摂南大学 国際学部 国際学科 【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

試験免除、得点換算
［＜適性検査＞英語/100%］ L&R+S&W：1845

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/3点］ L&R 300

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/6点］ L&R 400

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/10点］ L&R 530

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/13点］ L&R 730

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/15点］ L&R 880

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/3点］ L&R 300

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/6点］ L&R 400

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/10点］ L&R 530

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/13点］ L&R 730

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/15点］ L&R 880

【総合型】AO 判定優遇・合否参考 L&R 400

農学部 応用生物科学科 【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R+S&W：1560

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1845

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/3点］ L&R 300

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/6点］ L&R 400

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/10点］ L&R 530

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/13点］ L&R 730

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/15点］ L&R 880

食農ビジネス学科 【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R+S&W：1560

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1845

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/3点］ L&R 300

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/6点］ L&R 400

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/10点］ L&R 530

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/13点］ L&R 730

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/15点］ L&R 880

食品栄養学科 【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R+S&W：1560

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1845

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/3点］ L&R 300

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/6点］ L&R 400

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/10点］ L&R 530

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/13点］ L&R 730

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/15点］ L&R 880

農業生産学科 【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R+S&W：1560

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1845

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/3点］ L&R 300

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/6点］ L&R 400

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/10点］ L&R 530

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/13点］ L&R 730
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大阪 摂南大学 農学部 農業生産学科 【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/15点］ L&R 880

農業生産学科、応用生物科
学科、食品栄養学科、食農ビ
ジネス学科

【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

得点換算
［＜適性検査＞英語/80%］ L&R+S&W：1150

【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

得点換算
［＜適性検査＞英語/90%］ L&R+S&W：1560

【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

試験免除、得点換算
［＜適性検査＞英語/100%］ L&R+S&W：1845

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/3点］ L&R 300

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/6点］ L&R 400

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/10点］ L&R 530

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/13点］ L&R 730

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/15点］ L&R 880

法学部 法律学科 【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R+S&W：1560

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1845

【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

得点換算
［＜適性検査＞英語/80%］ L&R+S&W：1150

【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

得点換算
［＜適性検査＞英語/90%］ L&R+S&W：1560

【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

試験免除、得点換算
［＜適性検査＞英語/100%］ L&R+S&W：1845

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/3点］ L&R 300

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/6点］ L&R 400

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/10点］ L&R 530

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/13点］ L&R 730

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/15点］ L&R 880

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/3点］ L&R 300

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/6点］ L&R 400

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/10点］ L&R 530

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/13点］ L&R 730

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/15点］ L&R 880

薬学部 薬学科 【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R+S&W：1560

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1845

【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

得点換算
［＜適性検査＞英語/80%］ L&R+S&W：1150

【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

得点換算
［＜適性検査＞英語/90%］ L&R+S&W：1560

【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

試験免除、得点換算
［＜適性検査＞英語/100%］ L&R+S&W：1845

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/3点］ L&R 300

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/6点］ L&R 400

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/10点］ L&R 530

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/13点］ L&R 730

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/15点］ L&R 880

理工学部 機械工学科 【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R+S&W：1560

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1845

建築学科 【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R+S&W：1560

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1845

住環境デザイン学科 【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R+S&W：1150
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大阪 摂南大学 理工学部 住環境デザイン学科 【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R+S&W：1560

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1845

生命科学科 【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R+S&W：1560

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1845

生命科学科、住環境デザイン
学科、建築学科、都市環境工
学科、機械工学科、電気電子
工学科

【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

得点換算
［＜適性検査＞英語/80%］ L&R+S&W：1150

【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

得点換算
［＜適性検査＞英語/90%］ L&R+S&W：1560

【学校推薦型】
公募制基礎評価方式

試験免除、得点換算
［＜適性検査＞英語/100%］ L&R+S&W：1845

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/3点］ L&R 300

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/6点］ L&R 400

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/10点］ L&R 530

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/13点］ L&R 730

【学校推薦型】
公募制総合評価方式 加点［資格点/15点］ L&R 880

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/3点］ L&R 300

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/6点］ L&R 400

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/10点］ L&R 530

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/13点］ L&R 730

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格点/15点］ L&R 880

電気電子工学科 【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R+S&W：1560

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1845

都市環境工学科 【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/90%］ L&R+S&W：1560

【一般】共テ利用（前、中、後） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1845

相愛大学 人文学部 人文学科 【学校推薦型】公募制推薦 加点［総合点/3点］ L&R 430

【学校推薦型】公募制推薦 加点［総合点/5点］ L&R 530

帝塚山学院大学 リベラルアーツ学部 リベラルアーツ学科 【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【一般】S（2科目） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3

【一般】S（2科目） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】S（2科目） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【一般】S（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3

【一般】S（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】S（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テA日程併用 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3

【一般】共テA日程併用 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テA日程併用 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】
スペシャルスキル型 判定優遇・合否参考 ※1

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格加点/10点］ L&R 350

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格加点/20点］ L&R 420

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格加点/30点］ L&R 500

【学校推薦型】前期、後期 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3
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大阪 帝塚山学院大学 リベラルアーツ学部 リベラルアーツ学科 【学校推薦型】前期、後期 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】前期、後期 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【総合型】AO（学力重視型Ⅰ、オープン
キャンパス体験型、課題探究型、プレ
ゼンテーション型）、学力重視型Ⅱ

判定優遇・合否参考 L&R 420

人間科学部 食物栄養学科 【学校推薦型】
スペシャルスキル型 判定優遇・合否参考 ※1

食物栄養学科
〔管理栄養士課程〕

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【一般】S（2科目） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3

【一般】S（2科目） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】S（2科目） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【一般】S（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3

【一般】S（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】S（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テA日程併用 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3

【一般】共テA日程併用 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テA日程併用 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】前期、後期 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3

【学校推薦型】前期、後期 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】前期、後期 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

食物栄養学科
〔健康実践栄養士課程〕

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【一般】S（2科目） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3

【一般】S（2科目） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】S（2科目） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【一般】S（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3

【一般】S（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】S（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テA日程併用 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3

【一般】共テA日程併用 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テA日程併用 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格加点/10点］ L&R 350

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格加点/20点］ L&R 420

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格加点/30点］ L&R 500

【学校推薦型】前期、後期 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625※3

【学校推薦型】前期、後期 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】前期、後期 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560※3

心理学科 【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】S（2科目） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625

【一般】S（2科目） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】S（2科目） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560
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大阪 帝塚山学院大学 人間科学部 心理学科 【一般】S（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625

【一般】S（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】S（3科目） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【一般】共テA日程併用 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625

【一般】共テA日程併用 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【一般】共テA日程併用 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

【学校推薦型】
スペシャルスキル型 判定優遇・合否参考 ※1

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格加点/10点］ L&R 350

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格加点/20点］ L&R 420

【学校推薦型】
専門学科・総合学科 加点［資格加点/30点］ L&R 500

【学校推薦型】前期、後期 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：625

【学校推薦型】前期、後期 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150

【学校推薦型】前期、後期 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1560

常磐会学園大学 国際こども教育学部 国際こども教育学科 【一般】一般前、後 加点［＜個別＞総点/5点］ L&R+S&W：625

【一般】一般前、後 加点［＜個別＞総点/10点］ L&R+S&W：1150

【一般】一般前、後 加点［＜個別＞総点/20点］ L&R+S&W：1560

【学校推薦型】学校推薦型
（公募） 加点［総点/5点］ L&R+S&W：625

【学校推薦型】学校推薦型
（公募） 加点［総点/10点］ L&R+S&W：1150

【学校推薦型】学校推薦型
（公募） 加点［総点/20点］ L&R+S&W：1560

阪南大学 経営情報学部 経営情報学科 【学校推薦型】公募制（前、後） 加点［資格点/70点］ L&R 450

【学校推薦型】公募制（前、後） 加点［資格点/80点］ L&R 550

【学校推薦型】公募制（前、後） 加点［資格点/100点］ L&R 740

【総合型】資格活用型 出願資格 L&R 350

経済学部 経済学科 【学校推薦型】公募制（前、後） 加点［資格点/70点］ L&R 450

【学校推薦型】公募制（前、後） 加点［資格点/80点］ L&R 550

【学校推薦型】公募制（前、後） 加点［資格点/100点］ L&R 740

【総合型】資格活用型 出願資格 L&R 350

国際コミュニケーション
学部

国際コミュニケーション学科 【学校推薦型】公募制（前、後） 加点［資格点/70点］ L&R 450

【学校推薦型】公募制（前、後） 加点［資格点/80点］ L&R 550

【学校推薦型】公募制（前、後） 加点［資格点/100点］ L&R 740

【総合型】資格活用型 出願資格 L&R 350

国際観光学部 国際観光学科 【学校推薦型】公募制（前、後） 加点［資格点/70点］ L&R 450

【学校推薦型】公募制（前、後） 加点［資格点/80点］ L&R 550

【学校推薦型】公募制（前、後） 加点［資格点/100点］ L&R 740

【総合型】資格活用型 出願資格 L&R 350

流通学部 流通学科 【学校推薦型】公募制（前、後） 加点［資格点/70点］ L&R 450

【学校推薦型】公募制（前、後） 加点［資格点/80点］ L&R 550

【学校推薦型】公募制（前、後） 加点［資格点/100点］ L&R 740

【総合型】資格活用型 出願資格 L&R 350

桃山学院教育大学 人間教育学部 人間教育学科 【一般】一般（前、中）2教科型 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：385

【一般】一般（前、中）2教科型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：790

【一般】一般（前、中）2教科型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1095

【一般】一般（前、中）3教科型 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：385
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大阪 桃山学院教育大学 人間教育学部 人間教育学科 【一般】一般（前、中）3教科型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：790

【一般】一般（前、中）3教科型 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1095

【一般】一般（後） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：385

【一般】一般（後） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：790

【一般】一般（後） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1095

【学校推薦型】公募制（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：385

【学校推薦型】公募制（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：790

【学校推薦型】公募制（前、後） 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1095

桃山学院大学 ビジネスデザイン学部 ビジネスデザイン学科 【一般】学科試験型
（前期、中期）2教科型、後期

得点換算［＜個別＞英語試験
/70点］ L&R+S&W：385

【一般】学科試験型
（前期、中期）2教科型、後期

得点換算［＜個別＞英語試験
/80点］ L&R+S&W：790

【一般】学科試験型
（前期、中期）2教科型、後期

得点換算［＜個別＞英語試験
/100点］ L&R+S&W：1095

【一般】学科試験型
（前期、中期）3教科型

得点換算［＜個別＞英語試験
/70点］ L&R+S&W：385

【一般】学科試験型
（前期、中期）3教科型

得点換算［＜個別＞英語試験
/80点］ L&R+S&W：790

【一般】学科試験型
（前期、中期）3教科型

得点換算［＜個別＞英語試験
/100点］ L&R+S&W：1095

【総合型】企業採用型 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：385

経営学部 経営学科 【一般】学科試験型
（前期、中期）2教科型、後期

得点換算［＜個別＞英語試験
/70点］ L&R+S&W：385

【一般】学科試験型
（前期、中期）2教科型、後期

得点換算［＜個別＞英語試験
/80点］ L&R+S&W：790

【一般】学科試験型
（前期、中期）2教科型、後期

得点換算［＜個別＞英語試験
/100点］ L&R+S&W：1095

【一般】学科試験型
（前期、中期）3教科型

得点換算［＜個別＞英語試験
/70点］ L&R+S&W：385

【一般】学科試験型
（前期、中期）3教科型

得点換算［＜個別＞英語試験
/80点］ L&R+S&W：790

【一般】学科試験型
（前期、中期）3教科型

得点換算［＜個別＞英語試験
/100点］ L&R+S&W：1095

【学校推薦型】公募制、専門
学科・総合学科、特別活動 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：385

【学校推薦型】公募制、専門
学科・総合学科、特別活動 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：790

【学校推薦型】公募制、専門
学科・総合学科、特別活動 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1095

【総合型】専願制 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：385

【総合型】併願制 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：385

経済学部 経済学科 【一般】学科試験型
（前期、中期）2教科型、後期

得点換算［＜個別＞英語試験
/70点］ L&R+S&W：385

【一般】学科試験型
（前期、中期）2教科型、後期

得点換算［＜個別＞英語試験
/80点］ L&R+S&W：790

【一般】学科試験型
（前期、中期）2教科型、後期

得点換算［＜個別＞英語試験
/100点］ L&R+S&W：1095

【一般】学科試験型
（前期、中期）3教科型

得点換算［＜個別＞英語試験
/70点］ L&R+S&W：385

【一般】学科試験型
（前期、中期）3教科型

得点換算［＜個別＞英語試験
/80点］ L&R+S&W：790

【一般】学科試験型
（前期、中期）3教科型

得点換算［＜個別＞英語試験
/100点］ L&R+S&W：1095

【学校推薦型】公募制、専門
学科・総合学科、特別活動 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：385

【学校推薦型】公募制、専門
学科・総合学科、特別活動 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：790

【学校推薦型】公募制、専門
学科・総合学科、特別活動 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1095

【総合型】専願制 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：385

【総合型】併願制 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：385

国際教養学部 英語・国際文化学科 【一般】学科試験型
（前期、中期）2教科型、後期

得点換算［＜個別＞英語試験
/70点］ L&R+S&W：385

【一般】学科試験型
（前期、中期）2教科型、後期

得点換算［＜個別＞英語試験
/80点］ L&R+S&W：790

【一般】学科試験型
（前期、中期）2教科型、後期

得点換算［＜個別＞英語試験
/100点］ L&R+S&W：1095

【一般】学科試験型
（前期、中期）3教科型

得点換算［＜個別＞英語試験
/70点］ L&R+S&W：385

【一般】学科試験型
（前期、中期）3教科型

得点換算［＜個別＞英語試験
/80点］ L&R+S&W：790

【一般】学科試験型
（前期、中期）3教科型

得点換算［＜個別＞英語試験
/100点］ L&R+S&W：1095
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大阪 桃山学院大学 国際教養学部 英語・国際文化学科 【学校推薦型】公募制、専門
学科・総合学科、特別活動 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：385

【学校推薦型】公募制、専門
学科・総合学科、特別活動 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：790

【学校推薦型】公募制、専門
学科・総合学科、特別活動 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1095

【総合型】併願制 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：385

【総合型】併願制 加点［総合点/10点］ L&R+S&W：790

英語・国際文化学科
〔国際教養学部〕

【総合型】専願制 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：385

【総合型】専願制 加点［総合点/20点］ L&R+S&W：790

社会学部 ソーシャルデザイン学科 【学校推薦型】公募制、専門
学科・総合学科、特別活動 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：385

【学校推薦型】公募制、専門
学科・総合学科、特別活動 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：790

【学校推薦型】公募制、専門
学科・総合学科、特別活動 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1095

社会学科 【学校推薦型】公募制、専門
学科・総合学科、特別活動 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：385

【学校推薦型】公募制、専門
学科・総合学科、特別活動 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：790

【学校推薦型】公募制、専門
学科・総合学科、特別活動 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1095

社会学科、ソーシャルデザイン
学科

【総合型】専願制 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：385

【総合型】併願制 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：385

社会学科、ソーシャルデザイン
学科（福祉）

【一般】学科試験型
（前期、中期）2教科型、後期

得点換算［＜個別＞英語試験
/70点］ L&R+S&W：385

【一般】学科試験型
（前期、中期）2教科型、後期

得点換算［＜個別＞英語試験
/80点］ L&R+S&W：790

【一般】学科試験型
（前期、中期）2教科型、後期

得点換算［＜個別＞英語試験
/100点］ L&R+S&W：1095

【一般】学科試験型
（前期、中期）3教科型

得点換算［＜個別＞英語試験
/70点］ L&R+S&W：385

【一般】学科試験型
（前期、中期）3教科型

得点換算［＜個別＞英語試験
/80点］ L&R+S&W：790

【一般】学科試験型
（前期、中期）3教科型

得点換算［＜個別＞英語試験
/100点］ L&R+S&W：1095

法学部 法律学科 【一般】学科試験型
（前期、中期）2教科型、後期

得点換算［＜個別＞英語試験
/70点］ L&R+S&W：385

【一般】学科試験型
（前期、中期）2教科型、後期

得点換算［＜個別＞英語試験
/80点］ L&R+S&W：790

【一般】学科試験型
（前期、中期）2教科型、後期

得点換算［＜個別＞英語試験
/100点］ L&R+S&W：1095

【一般】学科試験型
（前期、中期）3教科型

得点換算［＜個別＞英語試験
/70点］ L&R+S&W：385

【一般】学科試験型
（前期、中期）3教科型

得点換算［＜個別＞英語試験
/80点］ L&R+S&W：790

【一般】学科試験型
（前期、中期）3教科型

得点換算［＜個別＞英語試験
/100点］ L&R+S&W：1095

【学校推薦型】公募制、専門
学科・総合学科、特別活動 得点換算［＜個別＞英語/70点］ L&R+S&W：385

【学校推薦型】公募制、専門
学科・総合学科、特別活動 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：790

【学校推薦型】公募制、専門
学科・総合学科、特別活動 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1095

【総合型】専願制 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：385

【総合型】併願制 判定優遇・合否参考 L&R+S&W：385

大和大学 教育学部 教育学科 【学校推薦型】公募制推薦 試験免除、得点換算［＜個別＞
英語/100%］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】公募制推薦 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】公募制推薦 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

教育学科〔英語教育専攻〕 【一般】（前、中） 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】（前、中） 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】（前、中） 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】（後） 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】（後） 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】（後） 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後） 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後） 得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3
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大阪 大和大学 教育学部 教育学科〔英語教育専攻〕 【一般】共テ（前）3教科型、（後） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）5教科型 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）5教科型 得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テ（前）5教科型 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【総合型】教育学部
「英語教育専攻」の特別選抜 出願資格 L&R+S&W：1560※3

教育学科〔国語教育専攻〕 【一般】（前、中） 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】（前、中） 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】（前、中） 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】（後） 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】（後） 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】（後） 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）5教科型 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）5教科型 得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テ（前）5教科型 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

教育学科〔初等幼児教育専攻〕【一般】（前、中） 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】（前、中） 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】（前、中） 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】（後） 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】（後） 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】（後） 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）5教科型 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）5教科型 得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テ（前）5教科型 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

教育学科〔数学教育専攻〕 【一般】（前、中） 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】（前、中） 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】（前、中） 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】（後） 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】（後） 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】（後） 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3
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大阪 大和大学 教育学部 教育学科〔数学教育専攻〕 【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）5教科型 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）5教科型 得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テ（前）5教科型 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

社会学部 社会学科 【一般】（前、中）3教科選択型 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】（前、中）3教科選択型 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】（前、中）3教科選択型 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】（前、中、後）2教科選択型 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】（前、中、後）2教科選択型 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】（前、中、後）2教科選択型 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）5教科型 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）5教科型 得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テ（前）5教科型 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】公募制推薦 試験免除、得点換算［＜個別＞
英語/100%］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】公募制推薦 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】公募制推薦 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

政治経済学部 政治・政策学科、経済経営学科 【一般】（前、中）2教科選択型 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】（前、中）2教科選択型 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】（前、中）2教科選択型 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】（前、中）3教科選択型 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】（前、中）3教科選択型 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】（前、中）3教科選択型 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】（後）2教科選択型 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】（後）2教科選択型 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】（後）2教科選択型 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）5教科型 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）5教科型 得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テ（前）5教科型 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】公募制推薦 試験免除、得点換算［＜個別＞
英語/100%］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】公募制推薦 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】公募制推薦 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

保健医療学部 看護学科、総合リハビリテー
ション学科

【一般】（前、中）2教科選択型 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】（前、中）2教科選択型 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】（前、中）2教科選択型 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3
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大阪 大和大学 保健医療学部 看護学科、総合リハビリテー
ション学科

【一般】（前、中）3教科選択型 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】（前、中）3教科選択型 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】（前、中）3教科選択型 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】（後） 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】（後） 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】（後） 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）5教科型 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）5教科型 得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テ（前）5教科型 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】公募制推薦 試験免除、得点換算［＜個別＞
英語/100%］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】公募制推薦 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】公募制推薦 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

理工学部 理工学科 【一般】（後） 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】（後） 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】（後） 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】公募制推薦 試験免除、得点換算［＜個別＞
英語/100%］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】公募制推薦 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】公募制推薦 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

理工学科〔機械工学専攻〕 【一般】（前、中）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】（前、中）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】（前、中）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テ（前）4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

理工学科〔建築学専攻〕 【一般】（前、中）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】（前、中）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】（前、中）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テ（前）4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3
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大阪 大和大学 理工学部 理工学科〔建築学専攻〕 【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

理工学科〔情報科学専攻〕 【一般】（前、中）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】（前、中）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】（前、中）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テ（前）4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

理工学科〔数理科学専攻〕 【一般】（前、中）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】（前、中）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】（前、中）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テ（前）4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

理工学科〔電気電子工学専攻〕【一般】（前、中）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】（前、中）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】（前、中）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テ（前）3教科型、（後）得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ（前）4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ（前）4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テ（前）4教科型 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜共テ＞英語/70%］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜共テ＞英語/85%］ L&R+S&W：1285※3

【一般】共テプラス（1、2、3） 得点換算［＜共テ＞英語/100%］L&R+S&W：1560※3

兵庫 芦屋大学 経営教育学部 経営教育学科 【一般】一般 加点［＜書類審査＞資格・検定］※2

【総合型】総合型 加点［＜書類審査＞資格・検定］※2

臨床教育学部 教育学科 【一般】一般 加点［＜書類審査＞資格・検定］※2

【総合型】総合型 加点［＜書類審査＞資格・検定］※2

児童教育学科 【一般】一般 加点［＜書類審査＞資格・検定］※2

国
公
立
大
学

北
海
道
・
東
北

東
京

関
東
・
甲
信
越

東
海
・
北
陸

近
畿

中
国
・
四
国

九
州
・
沖
縄

私立
大学

私立
大学

私立
大学

私立
大学

私立
大学

私立
大学

私立
大学



186

都道
府県 学　校 学　部 学　科 【試験形態】入試名 活用方法 基準スコア

兵庫 芦屋大学 臨床教育学部 児童教育学科 【総合型】総合型 加点［＜書類審査＞資格・検定］ ※2

関西国際大学 教育学部 教育福祉学科 【一般】一般前A、B、中、後／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般前A、B、中、後／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/120点］L&R+S&W：1150※3

【一般】一般前A、B、中、後／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/135点］L&R+S&W：1560※3

【一般】一般前A、B、中、後／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般前A、B、中、後／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般前A、B、中、後／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】英語面接利用型／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：625※3

【一般】英語面接利用型／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/120点］L&R+S&W：1150※3

【一般】英語面接利用型／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/135点］L&R+S&W：1560※3

【一般】英語面接利用型／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【一般】英語面接利用型／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】英語面接利用型／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】公募制入試2教科型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：625※3

【総合型】公募制入試2教科型 得点換算［＜個別＞英語/120点］L&R+S&W：1150※3

【総合型】公募制入試2教科型 得点換算［＜個別＞英語/135点］L&R+S&W：1560※3

【総合型】公募制入試3教科型 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【総合型】公募制入試3教科型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【総合型】公募制入試3教科型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

経営学部 経営学科 【一般】一般前A、B、中、後／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般前A、B、中、後／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/120点］L&R+S&W：1150※3

【一般】一般前A、B、中、後／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/135点］L&R+S&W：1560※3

【一般】一般前A、B、中、後／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般前A、B、中、後／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般前A、B、中、後／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】英語面接利用型／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：625※3

【一般】英語面接利用型／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/120点］L&R+S&W：1150※3

【一般】英語面接利用型／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/135点］L&R+S&W：1560※3

【一般】英語面接利用型／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【一般】英語面接利用型／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】英語面接利用型／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】公募制入試2教科型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：625※3

【総合型】公募制入試2教科型 得点換算［＜個別＞英語/120点］L&R+S&W：1150※3

【総合型】公募制入試2教科型 得点換算［＜個別＞英語/135点］L&R+S&W：1560※3

【総合型】公募制入試3教科型 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【総合型】公募制入試3教科型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【総合型】公募制入試3教科型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

国際コミュニケーション
学部

英語コミュニケーション学科、
観光学科

【一般】一般前A、B、中、後／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般前A、B、中、後／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/120点］L&R+S&W：1150※3

【一般】一般前A、B、中、後／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/135点］L&R+S&W：1560※3

【一般】一般前A、B、中、後／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般前A、B、中、後／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般前A、B、中、後／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3
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都道
府県 学　校 学　部 学　科 【試験形態】入試名 活用方法 基準スコア

兵庫 関西国際大学 国際コミュニケーション
学部

英語コミュニケーション学科、
観光学科

【一般】英語面接利用型／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：625※3

【一般】英語面接利用型／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/120点］L&R+S&W：1150※3

【一般】英語面接利用型／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/135点］L&R+S&W：1560※3

【一般】英語面接利用型／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【一般】英語面接利用型／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】英語面接利用型／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】公募制入試2教科型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：625※3

【総合型】公募制入試2教科型 得点換算［＜個別＞英語/120点］L&R+S&W：1150※3

【総合型】公募制入試2教科型 得点換算［＜個別＞英語/135点］L&R+S&W：1560※3

【総合型】公募制入試3教科型 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【総合型】公募制入試3教科型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【総合型】公募制入試3教科型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

社会学部 社会学科 【一般】一般前A、B、中、後／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般前A、B、中、後／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/120点］L&R+S&W：1150※3

【一般】一般前A、B、中、後／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/135点］L&R+S&W：1560※3

【一般】一般前A、B、中、後／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般前A、B、中、後／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般前A、B、中、後／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】英語面接利用型／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：625※3

【一般】英語面接利用型／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/120点］L&R+S&W：1150※3

【一般】英語面接利用型／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/135点］L&R+S&W：1560※3

【一般】英語面接利用型／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【一般】英語面接利用型／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】英語面接利用型／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】公募制入試2教科型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：625※3

【総合型】公募制入試2教科型 得点換算［＜個別＞英語/120点］L&R+S&W：1150※3

【総合型】公募制入試2教科型 得点換算［＜個別＞英語/135点］L&R+S&W：1560※3

【総合型】公募制入試3教科型 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【総合型】公募制入試3教科型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【総合型】公募制入試3教科型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

心理学部 心理学科 【一般】一般前A、B、中、後／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般前A、B、中、後／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/120点］L&R+S&W：1150※3

【一般】一般前A、B、中、後／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/135点］L&R+S&W：1560※3

【一般】一般前A、B、中、後／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般前A、B、中、後／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般前A、B、中、後／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】英語面接利用型／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：625※3

【一般】英語面接利用型／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/120点］L&R+S&W：1150※3

【一般】英語面接利用型／
2教科方式 得点換算［＜個別＞英語/135点］L&R+S&W：1560※3

【一般】英語面接利用型／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【一般】英語面接利用型／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】英語面接利用型／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】公募制入試2教科型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：625※3
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府県 学　校 学　部 学　科 【試験形態】入試名 活用方法 基準スコア

兵庫 関西国際大学 心理学部 心理学科 【総合型】公募制入試2教科型 得点換算［＜個別＞英語/120点］L&R+S&W：1150※3

【総合型】公募制入試2教科型 得点換算［＜個別＞英語/135点］L&R+S&W：1560※3

【総合型】公募制入試3教科型 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【総合型】公募制入試3教科型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【総合型】公募制入試3教科型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

保健医療学部 看護学科 【一般】一般前A、B、中、後／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【一般】一般前A、B、中、後／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】一般前A、B、中、後／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】英語面接利用型／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【一般】英語面接利用型／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】英語面接利用型／
3教科方式 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】公募制入試3教科型 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R+S&W：625※3

【総合型】公募制入試3教科型 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【総合型】公募制入試3教科型 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

関西福祉大学 看護学部 看護学科 【一般】前 得点換算［＜個別＞英語試験
/70%］ L&R+S&W：625

【一般】前 得点換算［＜個別＞英語試験
/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】前 得点換算［＜個別＞英語試験
/90%］ L&R+S&W：1560

【一般】前期共テプラス 得点換算［＜個別＞英語試験
/70%］ L&R+S&W：625

【一般】前期共テプラス 得点換算［＜個別＞英語試験
/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】前期共テプラス 得点換算［＜個別＞英語試験
/90%］ L&R+S&W：1560

【一般】後（科目試験方式） 得点換算［＜個別＞英語試験
/70%］ L&R+S&W：625

【一般】後（科目試験方式） 得点換算［＜個別＞英語試験
/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】後（科目試験方式） 得点換算［＜個別＞英語試験
/90%］ L&R+S&W：1560

【総合型】公募制選抜
（基礎テスト重視型）

得点換算［＜個別＞基礎知識
テスト（英語）/70%］ L&R+S&W：625

【総合型】公募制選抜
（基礎テスト重視型）

得点換算［＜個別＞基礎知識
テスト（英語）/80%］ L&R+S&W：1150

【総合型】公募制選抜
（基礎テスト重視型）

得点換算［＜個別＞基礎知識
テスト（英語）/90%］ L&R+S&W：1560

【総合型】特色選抜
（看護探究型）

得点換算［＜個別＞基礎知識
テスト（英語）/70%］ L&R+S&W：625

【総合型】特色選抜
（看護探究型）

得点換算［＜個別＞基礎知識
テスト（英語）/80%］ L&R+S&W：1150

【総合型】特色選抜
（看護探究型）

得点換算［＜個別＞基礎知識
テスト（英語）/90%］ L&R+S&W：1560

教育学部 児童教育学科 【総合型】公募制選抜
（基礎テスト重視型）

得点換算［＜個別＞基礎知識
テスト（英語）/70%］ L&R+S&W：625

【総合型】公募制選抜
（基礎テスト重視型）

得点換算［＜個別＞基礎知識
テスト（英語）/80%］ L&R+S&W：1150

【総合型】公募制選抜
（基礎テスト重視型）

得点換算［＜個別＞基礎知識
テスト（英語）/90%］ L&R+S&W：1560

児童教育学科、保健教育学科【一般】前 得点換算［＜個別＞英語試験
/70%］ L&R+S&W：625

【一般】前 得点換算［＜個別＞英語試験
/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】前 得点換算［＜個別＞英語試験
/90%］ L&R+S&W：1560

【一般】前期共テプラス 得点換算［＜個別＞英語試験
/70%］ L&R+S&W：625

【一般】前期共テプラス 得点換算［＜個別＞英語試験
/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】前期共テプラス 得点換算［＜個別＞英語試験
/90%］ L&R+S&W：1560

【一般】後（科目試験方式） 得点換算［＜個別＞英語試験
/70%］ L&R+S&W：625

【一般】後（科目試験方式） 得点換算［＜個別＞英語試験
/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】後（科目試験方式） 得点換算［＜個別＞英語試験
/90%］ L&R+S&W：1560

保健教育学科 【総合型】公募制選抜
（基礎テスト重視型）

得点換算［＜個別＞基礎知識
テスト（英語）/70%］ L&R+S&W：625

【総合型】公募制選抜
（基礎テスト重視型）

得点換算［＜個別＞基礎知識
テスト（英語）/80%］ L&R+S&W：1150
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兵庫 関西福祉大学 教育学部 保健教育学科 【総合型】公募制選抜
（基礎テスト重視型）

得点換算［＜個別＞基礎知識
テスト（英語）/90%］ L&R+S&W：1560

社会福祉学部 社会福祉学科 【一般】前 得点換算［＜個別＞英語試験
/70%］ L&R+S&W：625

【一般】前 得点換算［＜個別＞英語試験
/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】前 得点換算［＜個別＞英語試験
/90%］ L&R+S&W：1560

【一般】前期共テプラス 得点換算［＜個別＞英語試験
/70%］ L&R+S&W：625

【一般】前期共テプラス 得点換算［＜個別＞英語試験
/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】前期共テプラス 得点換算［＜個別＞英語試験
/90%］ L&R+S&W：1560

【一般】後（科目試験方式） 得点換算［＜個別＞英語試験
/70%］ L&R+S&W：625

【一般】後（科目試験方式） 得点換算［＜個別＞英語試験
/80%］ L&R+S&W：1150

【一般】後（科目試験方式） 得点換算［＜個別＞英語試験
/90%］ L&R+S&W：1560

【総合型】公募制選抜
（基礎テスト重視型）

得点換算［＜個別＞基礎知識
テスト（英語）/70%］ L&R+S&W：625

【総合型】公募制選抜
（基礎テスト重視型）

得点換算［＜個別＞基礎知識
テスト（英語）/80%］ L&R+S&W：1150

【総合型】公募制選抜
（基礎テスト重視型）

得点換算［＜個別＞基礎知識
テスト（英語）/90%］ L&R+S&W：1560

関西学院大学 教育学部 教育学科 【一般】共テ
（1月出願　英語検定試験活用）出願資格 L&R+S&W：1560※3

【総合型】グローバル（国際的な
活躍を志す者を対象とした） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】グローバル（国際的な
活躍を志す者を対象とした）

出願資格、試験免除［＜第1次
審査＞英語題材論述方式］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】スポーツ能力に優れた
者を対象とした 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】総合選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】探究評価型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】文化芸術活動・ボラ
ンティア活動を評価する 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

教育学科〔教育科学コース〕 【総合型】学部特別選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 ※2

教育学科〔初等教育学コース〕【総合型】学部特別選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 ※2

教育学科〔幼児教育学コース〕【総合型】学部特別選抜（実績・体験評価型） 出願資格、判定優遇・合否参考 ※2

経済学部 － 【一般】共テ
（1月出願　英語検定試験活用）出願資格 L&R+S&W：1560※3

【総合型】アドミッション・オフィス 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】グローバル（国際的な
活躍を志す者を対象とした） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】スポーツ能力に優れた
者を対象とした 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】総合選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】探究評価型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

建築学部 建築学科 【一般】共テ
（1月出願　英語検定試験活用）出願資格 L&R+S&W：1560※3

【総合型】グローバル（グローバル
サイエンティスト・エンジニア） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】スポーツ能力に優れた
者を対象とした 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】学部特別選抜 出願資格 L&R+S&W：625※3

【総合型】総合選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：625※3

【総合型】探究評価型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：625※3

工学部 物質工学課程、電気電子応用
工学課程、情報工学課程、
知能・機械工学課程

【一般】共テ
（1月出願　英語検定試験活用）出願資格 L&R+S&W：1560※3

【総合型】グローバル（グローバル
サイエンティスト・エンジニア） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】スポーツ能力に優れた
者を対象とした 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】学部特別選抜 出願資格 L&R+S&W：625※3

【総合型】総合選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：625※3

【総合型】探究評価型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：625※3

国際学部 国際学科 【一般】共テ
（1月出願　英語検定試験活用）出願資格 L&R+S&W：1560※3

【総合型】アドミッション・オフィス 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3
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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

兵庫 関西学院大学 国際学部 国際学科 【総合型】グローバル（国際的な
活躍を志す者を対象とした） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】グローバル（国際的な
活躍を志す者を対象とした）

出願資格、試験免除［＜第1次
審査＞英語題材論述方式］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】スポーツ能力に優れた
者を対象とした 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】総合選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】探究評価型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】文化芸術活動・ボラ
ンティア活動を評価する 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

社会学部 社会学科 【一般】共テ
（1月出願　英語検定試験活用）出願資格 L&R+S&W：1560※3

【総合型】グローバル（国際的な
活躍を志す者を対象とした） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】グローバル（国際的な
活躍を志す者を対象とした）

出願資格、試験免除［＜第1次
審査＞英語題材論述方式］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】スポーツ能力に優れた
者を対象とした 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】総合選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】探究評価型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

商学部 － 【一般】共テ
（1月出願　英語検定試験活用）出願資格 L&R+S&W：1560※3

【総合型】グローバル（国際的な
活躍を志す者を対象とした）

出願資格、試験免除［＜第1次
審査＞英語題材論述方式］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】スポーツ能力に優れた
者を対象とした 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】学部特別選抜（事業
経営を志向する者） 出願資格、判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】総合選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】探究評価型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

神学部 － 【一般】共テ
（1月出願　英語検定試験活用）出願資格 L&R+S&W：1560※3

－
〔キリスト教思想・文化コース〕

【総合型】グローバル（国際的な
活躍を志す者を対象とした） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】グローバル（国際的な
活躍を志す者を対象とした）

出願資格、試験免除［＜第1次
審査＞英語題材論述方式］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】スポーツ能力に優れた
者を対象とした 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】総合選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】探究評価型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

生命環境学部 環境応用化学科 【総合型】スポーツ能力に優れた
者を対象とした 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】探究評価型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：625※3

生物科学科 【総合型】スポーツ能力に優れた
者を対象とした 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】探究評価型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：625※3

生物科学科、生命医科学科、
環境応用化学科

【一般】共テ
（1月出願　英語検定試験活用）出願資格 L&R+S&W：1560※3

【総合型】グローバル（グローバル
サイエンティスト・エンジニア） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】学部特別選抜 出願資格 L&R+S&W：625※3

【総合型】総合選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：625※3

生命医科学科 【総合型】スポーツ能力に優れた
者を対象とした 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】探究評価型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：625※3

総合政策学部 総合政策学科、メディア情報
学科、都市政策学科、国際政
策学科

【一般】共テ
（1月出願　英語検定試験活用）出願資格 L&R+S&W：1560※3

【総合型】グローバル（国際的な
活躍を志す者を対象とした） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】グローバル（国際的な
活躍を志す者を対象とした）

出願資格、試験免除［＜第1次
審査＞英語題材論述方式］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】スポーツ能力に優れ
た者を対象とした 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】総合選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】探究評価型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

人間福祉学部 社会福祉学科、社会起業学科、
人間科学科

【一般】共テ
（1月出願　英語検定試験活用）出願資格 L&R+S&W：1560※3

【総合型】グローバル（国際的な
活躍を志す者を対象とした） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】グローバル（国際的な
活躍を志す者を対象とした）

出願資格、試験免除［＜第1次
審査＞英語題材論述方式］ L&R+S&W：1560※3
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都道
府県 学　校 学　部 学　科 【試験形態】入試名 活用方法 基準スコア

兵庫 関西学院大学 人間福祉学部 社会福祉学科、社会起業学科、
人間科学科

【総合型】スポーツ能力に優れた
者を対象とした 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】総合選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】探究評価型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】文化芸術活動・ボラ
ンティア活動を評価する 出願資格 L&R+S&W：1150※3

文学部 文化歴史学科、総合心理科
学科、文学言語学科

【一般】共テ
（1月出願　英語検定試験活用）出願資格 L&R+S&W：1560※3

【総合型】グローバル（国際的な
活躍を志す者を対象とした） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】グローバル（国際的な
活躍を志す者を対象とした）

出願資格、試験免除［＜第1次
審査＞英語題材論述方式］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】スポーツ能力に優れた
者を対象とした 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】総合選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】探究評価型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

法学部 法律学科、政治学科 【一般】共テ
（1月出願　英語検定試験活用）出願資格 L&R+S&W：1560※3

【総合型】グローバル（国際的な
活躍を志す者を対象とした） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】グローバル（国際的な
活躍を志す者を対象とした）

出願資格、試験免除［＜第1次
審査＞英語題材論述方式］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】スポーツ能力に優れた
者を対象とした 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】総合選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】探究評価型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

理学部 化学科 【一般】共テ
（1月出願　英語検定試験活用）出願資格 L&R+S&W：1560※3

【総合型】スポーツ能力に優れた
者を対象とした 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】探究評価型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：625※3

数理科学科 【一般】共テ
（1月出願　英語検定試験活用）出願資格 L&R+S&W：1560※3

【総合型】スポーツ能力に優れた
者を対象とした 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】探究評価型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：625※3

数理科学科、物理・宇宙学科、
化学科

【総合型】グローバル（グローバル
サイエンティスト・エンジニア） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：1150※3

【総合型】学部特別選抜 出願資格 L&R+S&W：625※3

【総合型】総合選抜 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：625※3

物理・宇宙学科 【一般】共テ
（1月出願　英語検定試験活用）出願資格 L&R+S&W：1560※3

【総合型】スポーツ能力に優れた
者を対象とした 出願資格、判定優遇・合否参考 ※1

【総合型】探究評価型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：625※3

甲子園大学 心理学部 現代応用心理学科 【学校推薦型】Ⅰ、Ⅱ 加点［調査書/9点］ L&R 300＋※1

【学校推薦型】Ⅰ、Ⅱ 加点［調査書/12点］ L&R 400＋※1

【学校推薦型】Ⅰ、Ⅱ 加点［調査書/15点］ L&R 470＋※1

神戸海星女子学院
大学

現代人間学部 英語観光学科 【学校推薦型】公募制推薦Ⅰ、Ⅱ 試験免除［＜個別＞基礎学力
判定］ L&R 460

【学校推薦型】公募制推薦Ⅰ、Ⅱ 加点［＜個別＞基礎学力判定
/10点］ L&R 390

【総合型】自己推薦A 試験免除［＜個別＞基礎学力
判定］ L&R 460

【総合型】自己推薦A 加点［＜個別＞基礎学力判定
/10点］ L&R 390

英語観光学科、心理こども学科 【一般】前期A、B 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R 460

【一般】前期A、B 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R 505

【一般】前期A、B 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R 550

心理こども学科 【学校推薦型】公募制推薦Ⅰ、Ⅱ 試験免除［＜個別＞基礎学力
判定］ L&R 460

【学校推薦型】公募制推薦Ⅰ、Ⅱ 加点［＜個別＞基礎学力判定
/10点］ L&R 390

【総合型】自己推薦A 試験免除［＜個別＞基礎学力
判定］ L&R 460

【総合型】自己推薦A 加点［＜個別＞基礎学力判定
/10点］ L&R 390

神戸学院大学 グローバル・コミュニケー
ション学部

グローバル・コミュニケーション
学科〔英語コース〕 【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/20点］L&R 400
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都道
府県 学　校 学　部 学　科 【試験形態】入試名 活用方法 基準スコア

兵庫 神戸学院大学 グローバル・コミュニケー
ション学部

グローバル・コミュニケーション
学科〔英語コース〕

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/30点］ L&R 480

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/40点］ L&R 600

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/50点］ L&R 860

グローバル・コミュニケーション
学科〔中国語コース〕

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/20点］ L&R 400

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/30点］ L&R 480

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/40点］ L&R 600

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/50点］ L&R 860

栄養学部 栄養学科 【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/10点］ L&R 480

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/20点］ L&R 600

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/30点］ L&R 860

経営学部 経営学科 【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/20点］ L&R 400

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/30点］ L&R 480

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/40点］ L&R 600

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/50点］ L&R 860

経済学部 経済学科 【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/20点］ L&R 400

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/30点］ L&R 480

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/40点］ L&R 600

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/50点］ L&R 860

現代社会学部 現代社会学科、社会防災学科【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/20点］ L&R 400

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/30点］ L&R 480

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/40点］ L&R 600

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/50点］ L&R 860

人文学部 人文学科 【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/20点］ L&R 400

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/30点］ L&R 480

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/40点］ L&R 600

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/50点］ L&R 860

心理学部 心理学科 【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/20点］ L&R 400

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/30点］ L&R 480

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/40点］ L&R 600

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/50点］ L&R 860

総合リハビリテーション
学部

作業療法学科 【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/10点］ L&R 480

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/20点］ L&R 600

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/30点］ L&R 860

社会リハビリテーション学科 【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/20点］ L&R 400

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/30点］ L&R 480

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/40点］ L&R 600

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/50点］ L&R 860

理学療法学科 【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/10点］ L&R 480

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/20点］ L&R 600

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/30点］ L&R 860

法学部 法律学科 【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/20点］ L&R 400

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/30点］ L&R 480

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/40点］ L&R 600



193

都道
府県 学　校 学　部 学　科 【試験形態】入試名 活用方法 基準スコア

兵庫 神戸学院大学 法学部 法律学科 【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/50点］ L&R 860

薬学部 薬学科 【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/10点］ L&R 480

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/20点］ L&R 600

【学校推薦型】スタンダード型 加点［＜書類審査＞Z項/30点］ L&R 860

神戸芸術工科大学 芸術工学部 アート・クラフト学科 【総合型】資格 出願資格、加点［資格取得］ L&R+S&W：1150

ビジュアルデザイン学科 【総合型】資格 出願資格、加点［資格取得］ L&R+S&W：1150

ファッションデザイン学科 【総合型】資格 出願資格、加点［資格取得］ L&R+S&W：1150

プロダクト・インテリアデザイン
学科 【総合型】資格 出願資格、加点［資格取得］ L&R+S&W：1150

映像表現学科 【総合型】資格 出願資格、加点［資格取得］ L&R+S&W：1150

環境デザイン学科 【総合型】資格 出願資格、加点［資格取得］ L&R+S&W：1150

まんが表現学科 【総合型】資格 出願資格、加点［資格取得］ L&R+S&W：1150

神戸松蔭女子学院大学 文学部 英語学科 【一般】A・B・C・D 加点［総合点/10点］ L&R+S&W：CEFR B1

【一般】A・B・C・D 加点［総合点/20点］ L&R+S&W：CEFR B2

【学校推薦型】学校推薦型 加点［総合点/10点］ L&R+S&W：CEFR B1

【学校推薦型】学校推薦型 加点［総合点/20点］ L&R+S&W：CEFR B2

神戸女学院大学 音楽学部 音楽学科 【一般】前（A） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R 440

【一般】前（A） 得点換算［＜個別＞英語/65点］ L&R 480

【一般】前（A） 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R 520

【一般】前（A） 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R 560

【一般】前（A） 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 750

人間科学部 心理・行動科学科、
環境・バイオサイエンス学科

【一般】前（A）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R 440

【一般】前（A）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/65点］ L&R 480

【一般】前（A）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R 520

【一般】前（A）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R 560

【一般】前（A）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 750

【一般】前（A）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R 440

【一般】前（A）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/65点］ L&R 480

【一般】前（A）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R 520

【一般】前（A）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R 560

【一般】前（A）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 750

【一般】前（B、C） 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R 440

【一般】前（B、C） 得点換算［＜個別＞英語/65点］ L&R 480

【一般】前（B、C） 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R 520

【一般】前（B、C） 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R 560

【一般】前（B、C） 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 750

【一般】後 得点換算［＜個別＞英語/60点］ L&R 440

【一般】後 得点換算［＜個別＞英語/65点］ L&R 480

【一般】後 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R 520

【一般】後 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R 560

【一般】後 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 750

文学部 英文学科 【一般】前（A）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/65点］ L&R 480

【一般】前（A）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R 520

【一般】前（A）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R 560
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兵庫 神戸女学院大学 文学部 英文学科 【一般】前（A）2科目型 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 750

【一般】前（A）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/65点］ L&R 480

【一般】前（A）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R 520

【一般】前（A）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R 560

【一般】前（A）3科目型 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 750

【一般】前（B、C） 得点換算［＜個別＞英語/65点］ L&R 480

【一般】前（B、C） 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R 520

【一般】前（B、C） 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R 560

【一般】前（B、C） 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 750

【一般】後 得点換算［＜個別＞英語/65点］ L&R 480

【一般】後 得点換算［＜個別＞英語/75点］ L&R 520

【一般】後 得点換算［＜個別＞英語/85点］ L&R 560

【一般】後 得点換算［＜個別＞英語/95点］ L&R 750

【総合型】総合型選抜 出願資格 L&R 480

神戸親和女子大学 教育学部 スポーツ教育学科 【一般】一般（前A1）3教科型 加点［英語外試験/10点］ L&R 225

【一般】一般（前A1）3教科型 加点［英語外試験/20点］ L&R 550

【一般】一般（前A1）3教科型 加点［英語外試験/30点］ L&R 785

【一般】一般
（前A1、A2、中、後）2教科型 加点［英語外試験/10点］ L&R 225

【一般】一般
（前A1、A2、中、後）2教科型 加点［英語外試験/20点］ L&R 550

【一般】一般
（前A1、A2、中、後）2教科型 加点［英語外試験/30点］ L&R 785

【一般】一般（前A2）3教科型 加点［英語外試験/10点］ L&R 225

【一般】一般（前A2）3教科型 加点［英語外試験/20点］ L&R 550

【一般】一般（前A2）3教科型 加点［英語外試験/30点］ L&R 785

【一般】一般（後）面接型 加点［英語外試験/10点］ L&R 225

【一般】一般（後）面接型 加点［英語外試験/20点］ L&R 550

【一般】一般（後）面接型 加点［英語外試験/30点］ L&R 785

【学校推薦型】前期S1日程、
前期S2日程 加点［総合点/10点］ L&R 225

【学校推薦型】前期S1日程、
前期S2日程 加点［総合点/20点］ L&R 550

【学校推薦型】前期S1日程、
前期S2日程 加点［総合点/30点］ L&R 785

【学校推薦型】後期 加点［総合点/5点］ L&R 225

【学校推薦型】後期 加点［総合点/10点］ L&R 550

【学校推薦型】後期 加点［総合点/15点］ L&R 785

【学校推薦型】資格活用型 加点［資格取得点］ L&R 225

児童教育学科 【一般】一般（前A1）3教科型 加点［英語外試験/10点］ L&R 225

【一般】一般（前A1）3教科型 加点［英語外試験/20点］ L&R 550

【一般】一般（前A1）3教科型 加点［英語外試験/30点］ L&R 785

【一般】一般
（前A1、A2、中、後）2教科型 加点［英語外試験/10点］ L&R 225

【一般】一般
（前A1、A2、中、後）2教科型 加点［英語外試験/20点］ L&R 550

【一般】一般
（前A1、A2、中、後）2教科型 加点［英語外試験/30点］ L&R 785

【一般】一般（前A2）3教科型 加点［英語外試験/10点］ L&R 225

【一般】一般（前A2）3教科型 加点［英語外試験/20点］ L&R 550

【一般】一般（前A2）3教科型 加点［英語外試験/30点］ L&R 785

【一般】一般（後）面接型 加点［英語外試験/10点］ L&R 225
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兵庫 神戸親和女子大学 教育学部 児童教育学科 【一般】一般（後）面接型 加点［英語外試験/20点］ L&R 550

【一般】一般（後）面接型 加点［英語外試験/30点］ L&R 785

【学校推薦型】前期S1日程、
前期S2日程 加点［総合点/10点］ L&R 225

【学校推薦型】前期S1日程、
前期S2日程 加点［総合点/20点］ L&R 550

【学校推薦型】前期S1日程、
前期S2日程 加点［総合点/30点］ L&R 785

【学校推薦型】後期 加点［総合点/5点］ L&R 225

【学校推薦型】後期 加点［総合点/10点］ L&R 550

【学校推薦型】後期 加点［総合点/15点］ L&R 785

【学校推薦型】資格活用型 加点［資格取得点］ L&R 225

文学部 国際文化学科 【学校推薦型】前期S1日程、
前期S2日程 加点［総合点/10点］ L&R 225

【学校推薦型】前期S1日程、
前期S2日程 加点［総合点/20点］ L&R 550

【学校推薦型】前期S1日程、
前期S2日程 加点［総合点/30点］ L&R 785

【学校推薦型】後期 加点［総合点/5点］ L&R 225

【学校推薦型】後期 加点［総合点/10点］ L&R 550

【学校推薦型】後期 加点［総合点/15点］ L&R 785

【学校推薦型】資格活用型 加点［資格取得点］ L&R 225

国際文化学科、心理学科 【一般】一般（前A1）3教科型 加点［英語外試験/10点］ L&R 225

【一般】一般（前A1）3教科型 加点［英語外試験/20点］ L&R 550

【一般】一般（前A1）3教科型 加点［英語外試験/30点］ L&R 785

【一般】一般（前A1、A2、中、後）
2教科型 加点［英語外試験/10点］ L&R 225

【一般】一般（前A1、A2、中、後）
2教科型 加点［英語外試験/20点］ L&R 550

【一般】一般（前A1、A2、中、後）
2教科型 加点［英語外試験/30点］ L&R 785

【一般】一般（前A2）3教科型 加点［英語外試験/10点］ L&R 225

【一般】一般（前A2）3教科型 加点［英語外試験/20点］ L&R 550

【一般】一般（前A2）3教科型 加点［英語外試験/30点］ L&R 785

【一般】一般（後）面接型 加点［英語外試験/10点］ L&R 225

【一般】一般（後）面接型 加点［英語外試験/20点］ L&R 550

【一般】一般（後）面接型 加点［英語外試験/30点］ L&R 785

心理学科 【学校推薦型】前期S1日程、
前期S2日程 加点［総合点/10点］ L&R 225

【学校推薦型】前期S1日程、
前期S2日程 加点［総合点/20点］ L&R 550

【学校推薦型】前期S1日程、
前期S2日程 加点［総合点/30点］ L&R 785

【学校推薦型】後期 加点［総合点/5点］ L&R 225

【学校推薦型】後期 加点［総合点/10点］ L&R 550

【学校推薦型】後期 加点［総合点/15点］ L&R 785

【学校推薦型】資格活用型 加点［資格取得点］ L&R 225

園田学園女子大学 経営学部 ビジネス学科 【総合型】AO経験値
（グローバル型） 出願資格、加点［資格証明書］ L&R 430

人間教育学部 児童教育学科 【総合型】AO経験値
（グローバル型） 出願資格、加点［資格証明書］ L&R 430

人間健康学部 食物栄養学科 【総合型】AO経験値
（グローバル型） 出願資格、加点［資格証明書］ L&R 430

総合健康学科 【総合型】AO経験値
（グローバル型） 出願資格、加点［資格証明書］ L&R 430

姫路獨協大学 医療保健学部 言語聴覚療法学科 【総合型】前、後 判定優遇・合否参考 ※2

作業療法学科 【総合型】前、後 判定優遇・合否参考 ※2

理学療法学科 【総合型】前、後 判定優遇・合否参考 ※2

理学療法学科、作業療法学科、
言語聴覚療法学科、臨床工学科 【学校推薦型】HDUチャレンジ 出願資格 L&R 450
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兵庫 姫路獨協大学 医療保健学部 臨床工学科 【総合型】自己推薦型 判定優遇・合否参考 ※1

看護学部 看護学科 【学校推薦型】HDUチャレンジ 出願資格 L&R 450

【総合型】前 判定優遇・合否参考 ※2

人間社会学群 国際言語文化学類、現代法律
学類、産業経営学類

【学校推薦型】HDUチャレンジ 出願資格 L&R 450

【学校推薦型】HDUチャレンジ 出願資格 L&R 550

【学校推薦型】公募推薦 加点［総合点/10点］ L&R 450

【学校推薦型】公募推薦 加点［総合点/20点］ L&R 550

【総合型】プレゼンテーション型 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】自己推薦型 判定優遇・合否参考 ※2

薬学部 医療薬学科 【学校推薦型】HDUチャレンジ 出願資格 L&R 450

【総合型】前、後 判定優遇・合否参考 ※2

兵庫大学 看護学部 看護学科 【総合型】マッチング前、中、後（面接型、
基礎学力型、プレゼンテーション型） 出願資格、加点［自己PRシート］※2

健康科学部 栄養マネジメント学科 【総合型】マッチング前、中、後（面接型、
基礎学力型、プレゼンテーション型） 出願資格、加点［自己PRシート］※2

健康システム学科 【総合型】マッチング前、中、後（面接型、
基礎学力型、プレゼンテーション型） 出願資格、加点［自己PRシート］※2

現代ビジネス学部 現代ビジネス学科 【総合型】マッチング前、中、後（面接型、
基礎学力型、プレゼンテーション型） 出願資格、加点［自己PRシート］※2

生涯福祉学部 こども福祉学科 【総合型】マッチング前、中、後（面接型、
基礎学力型、プレゼンテーション型） 出願資格、加点［自己PRシート］※2

社会福祉学科 【総合型】マッチング前、中、後（面接型、
基礎学力型、プレゼンテーション型） 出願資格、加点［自己PRシート］※2

武庫川女子大学 経営学部 経営学科 【総合型】グローバル（英語重
視型） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 600

流通科学大学 経済学部 経済学科、経済情報学科 【総合型】外部英語試験利用型 出願資格 ※1

【総合型】外部英語試験利用型 得点換算［外部英語試験/60点］L&R 225、L&R+S&W：385

【総合型】外部英語試験利用型 得点換算［外部英語試験/70点］L&R 388、L&R+S&W：588

【総合型】外部英語試験利用型 得点換算［外部英語試験/80点］L&R 550、L&R+S&W：790

【総合型】外部英語試験利用型 得点換算［外部英語試験/90点］L&R 668、L&R+S&W：943

【総合型】資格利用型 出願資格 ※2

商学部 経営学科、マーケティング学科 【総合型】外部英語試験利用型 出願資格 ※1

【総合型】外部英語試験利用型 得点換算［外部英語試験/60点］L&R 225、L&R+S&W：385

【総合型】外部英語試験利用型 得点換算［外部英語試験/70点］L&R 388、L&R+S&W：588

【総合型】外部英語試験利用型 得点換算［外部英語試験/80点］L&R 550、L&R+S&W：790

【総合型】外部英語試験利用型 得点換算［外部英語試験/90点］L&R 668、L&R+S&W：943

【総合型】資格利用型 出願資格 ※2

人間社会学部 人間社会学科、観光学科、
人間健康学科

【総合型】外部英語試験利用型 出願資格 ※1

【総合型】外部英語試験利用型 得点換算［外部英語試験/60点］L&R 225、L&R+S&W：385

【総合型】外部英語試験利用型 得点換算［外部英語試験/70点］L&R 388、L&R+S&W：588

【総合型】外部英語試験利用型 得点換算［外部英語試験/80点］L&R 550、L&R+S&W：790

【総合型】外部英語試験利用型 得点換算［外部英語試験/90点］L&R 668、L&R+S&W：943

【総合型】資格利用型 出願資格 ※2

奈良 畿央大学 教育学部 現代教育学科 【一般】共テ前期C2 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800

【一般】共テ前期C2 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【一般】共テ前期C3 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800

【一般】共テ前期C3 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【一般】共テ前期C4 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800

【一般】共テ前期C4 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【一般】共テ中期C3 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800
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奈良 畿央大学 教育学部 現代教育学科 【一般】共テ中期C3 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【一般】共テ（中期、後期）C2 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800

【一般】共テ（中期、後期）C2 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【総合型】リーダーシップ
（外部検定方式） 出願資格、判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】公募推薦（特色方式）加点［活動評価］ L&R 400

健康科学部 看護医療学科 【一般】共テ前期C2 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800

【一般】共テ前期C2 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【一般】共テ前期C3 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800

【一般】共テ前期C3 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【一般】共テ前期C4 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800

【一般】共テ前期C4 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【一般】共テ中期C3 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800

【一般】共テ中期C3 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【一般】共テ（中期、後期）C2 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800

【一般】共テ（中期、後期）C2 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【総合型】リーダーシップ
（外部検定方式） 出願資格、判定優遇・合否参考 ※2

健康栄養学科 【一般】共テ前期C2 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800

【一般】共テ前期C2 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【一般】共テ前期C3 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800

【一般】共テ前期C3 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【一般】共テ前期C4 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800

【一般】共テ前期C4 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【一般】共テ中期C3 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800

【一般】共テ中期C3 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【一般】共テ（中期、後期）C2 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800

【一般】共テ（中期、後期）C2 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【総合型】リーダーシップ
（外部検定方式） 出願資格、判定優遇・合否参考 ※2

人間環境デザイン学科 【一般】共テ前期C2 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800

【一般】共テ前期C2 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【一般】共テ前期C3 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800

【一般】共テ前期C3 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【一般】共テ前期C4 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800

【一般】共テ前期C4 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【一般】共テ中期C3 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800

【一般】共テ中期C3 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【一般】共テ（中期、後期）C2 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800

【一般】共テ（中期、後期）C2 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【総合型】リーダーシップ
（外部検定方式） 出願資格、判定優遇・合否参考 ※2

理学療法学科 【一般】共テ前期C2 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800

【一般】共テ前期C2 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【一般】共テ前期C3 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800

【一般】共テ前期C3 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【一般】共テ前期C4 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800
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奈良 畿央大学 健康科学部 理学療法学科 【一般】共テ前期C4 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【一般】共テ中期C3 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800

【一般】共テ中期C3 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【一般】共テ（中期、後期）C2 加点［＜共テ＞英語/5%］ L&R+S&W：800

【一般】共テ（中期、後期）C2 加点［＜共テ＞英語/10%］ L&R+S&W：1095

【総合型】リーダーシップ
（外部検定方式） 出願資格、判定優遇・合否参考 ※2

理学療法学科、看護医療学科、健康
栄養学科、人間環境デザイン学科 【総合型】公募推薦（特色方式）加点［活動評価］ L&R 400

帝塚山大学 教育学部 こども教育学科 【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1845※3

【学校推薦型】公募制
（小論文型を除く）

得点換算［＜個別＞基礎知識読
解試験（英語）/80点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】公募制
（小論文型を除く）

得点換算［＜個別＞基礎知識読
解試験（英語）/90点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】公募制
（小論文型を除く）

得点換算［＜個別＞基礎知識読
解試験（英語）/100点］ L&R+S&W：1845※3

経済経営学部 経済経営学科 【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1845※3

【学校推薦型】公募制
（小論文型を除く）

得点換算［＜個別＞基礎知識読
解試験（英語）/80点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】公募制
（小論文型を除く）

得点換算［＜個別＞基礎知識読
解試験（英語）/90点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】公募制
（小論文型を除く）

得点換算［＜個別＞基礎知識読
解試験（英語）/100点］ L&R+S&W：1845※3

現代生活学部 食物栄養学科、居住空間デザ
イン学科

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1845※3

【学校推薦型】公募制
（小論文型を除く）

得点換算［＜個別＞基礎知識読
解試験（英語）/80点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】公募制
（小論文型を除く）

得点換算［＜個別＞基礎知識読
解試験（英語）/90点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】公募制
（小論文型を除く）

得点換算［＜個別＞基礎知識読
解試験（英語）/100点］ L&R+S&W：1845※3

心理学部 心理学科 【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1845※3

【学校推薦型】公募制
（小論文型を除く）

得点換算［＜個別＞基礎知識読
解試験（英語）/80点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】公募制
（小論文型を除く）

得点換算［＜個別＞基礎知識読
解試験（英語）/90点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】公募制
（小論文型を除く）

得点換算［＜個別＞基礎知識読
解試験（英語）/100点］ L&R+S&W：1845※3

文学部 日本文化学科 【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1845※3

【学校推薦型】公募制
（小論文型を除く）

得点換算［＜個別＞基礎知識読
解試験（英語）/80点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】公募制
（小論文型を除く）

得点換算［＜個別＞基礎知識読
解試験（英語）/90点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】公募制
（小論文型を除く）

得点換算［＜個別＞基礎知識読
解試験（英語）/100点］ L&R+S&W：1845※3

法学部 法学科 【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/80点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：1560※3

【一般】A 得点換算［＜個別＞英語/100点］L&R+S&W：1845※3

【学校推薦型】公募制
（小論文型を除く）

得点換算［＜個別＞基礎知識読
解試験（英語）/80点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】公募制
（小論文型を除く）

得点換算［＜個別＞基礎知識読
解試験（英語）/90点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】公募制
（小論文型を除く）

得点換算［＜個別＞基礎知識読
解試験（英語）/100点］ L&R+S&W：1845※3
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奈良 天理大学 国際学部 外国語学科〔英米語専攻〕 【総合型】自己アピール 出願資格 L&R 520

外国語学科〔英米語専攻以外〕【総合型】自己アピール 出願資格 L&R 330

地域文化学科 【総合型】自己アピール 出願資格 L&R 330

体育学部 体育学科 【総合型】自己アピール 出願資格 ※1

人間学部 宗教学科 【総合型】自己アピール 出願資格 L&R 330

人間関係学科〔社会福祉専攻〕【総合型】自己アピール 出願資格 L&R 330

人間関係学科〔臨床心理専攻〕【総合型】自己アピール 出願資格 L&R 330

文学部 国文学国語学科 【総合型】自己アピール 出願資格 ※2

歴史文化学科 【総合型】自己アピール 出願資格 ※2

奈良大学 社会学部 心理学科、総合社会学科 【一般】一般A 加点［＜個別＞総合点/15点］ L&R 550

【一般】一般A 加点［＜個別＞総合点/20点］ L&R 785

【一般】一般B 加点［＜個別＞総合点/20点］ L&R 550

【一般】一般B 加点［＜個別＞総合点/30点］ L&R 785

【一般】一般C 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R 550

【一般】一般C 加点［＜個別＞総合点/15点］ L&R 785

【一般】一般S 加点［＜個別＞総合点/20点］ L&R 550

【一般】一般S 加点［＜個別＞総合点/30点］ L&R 785

【学校推薦型】前期・後期 加点［＜個別＞総合点/15点］ L&R 550

【学校推薦型】前期・後期 加点［＜個別＞総合点/20点］ L&R 785
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岡山 岡山商科大学 経営学部 経営学科、商学科 【一般】一般（前期Ａ、Ｂ） 加点［＜個別＞英語］ ※1

【一般】一般（中期） 加点［＜個別＞英語］ ※1

【一般】一般（後期） 加点［＜個別＞英語］ ※1

【学校推薦型】専門能力A 出願資格 L&R 430

【学校推薦型】一般公募制
（前期B、後期） 加点［＜個別＞英語試験］ ※2

経済学部 経済学科 【一般】一般（前期Ａ、Ｂ） 加点［＜個別＞英語］ ※1

【一般】一般（中期） 加点［＜個別＞英語］ ※1

【一般】一般（後期） 加点［＜個別＞英語］ ※1

【学校推薦型】専門能力A 出願資格 L&R 430

【学校推薦型】一般公募制
（前期B、後期） 加点［＜個別＞英語試験］ ※2

法学部 法学科 【一般】一般（前期Ａ、Ｂ） 加点［＜個別＞英語］ ※1

【一般】一般（中期） 加点［＜個別＞英語］ ※1

【一般】一般（後期） 加点［＜個別＞英語］ ※1

【学校推薦型】専門能力A 出願資格 L&R 430

【学校推薦型】一般公募制
（前期B、後期） 加点［＜個別＞英語試験］ ※2

環太平洋大学 経済経営学部 現代経営学科 【一般】Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
＜国際経済・経営コース＞ 得点換算［＜個別＞英語/80%］ L&R+S&W：CEFR B1

【一般】Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
＜国際経済・経営コース＞ 得点換算［＜個別＞英語/90%］ L&R+S&W：CEFR B2

【一般】Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
＜国際経済・経営コース＞ 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：CEFR C1

【一般】Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
＜国際経済・経営コース以外＞ 得点換算［＜個別＞英語/80%］ L&R+S&W：CEFR B1

【一般】Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
＜国際経済・経営コース以外＞ 得点換算［＜個別＞英語/90%］ L&R+S&W：CEFR B2

【一般】Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
＜国際経済・経営コース以外＞ 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：CEFR C1

次世代教育学部 教育経営学科 【一般】Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
＜国際教育コース＞ 得点換算［＜個別＞英語/80%］ L&R+S&W：CEFR B1

【一般】Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
＜国際教育コース＞ 得点換算［＜個別＞英語/90%］ L&R+S&W：CEFR B2

【一般】Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
＜国際教育コース＞ 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：CEFR C1

【一般】Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
＜国際教育コース以外＞ 得点換算［＜個別＞英語/80%］ L&R+S&W：CEFR B1

【一般】Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
＜国際教育コース以外＞ 得点換算［＜個別＞英語/90%］ L&R+S&W：CEFR B2

【一般】Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
＜国際教育コース以外＞ 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：CEFR C1

こども発達学科 【一般】Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 得点換算［＜個別＞英語/80%］ L&R+S&W：CEFR B1

【一般】Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 得点換算［＜個別＞英語/90%］ L&R+S&W：CEFR B2

【一般】Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：CEFR C1

体育学部 体育学科、健康科学科 【一般】Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 得点換算［＜個別＞英語/80%］ L&R+S&W：CEFR B1

【一般】Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 得点換算［＜個別＞英語/90%］ L&R+S&W：CEFR B2

【一般】Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 得点換算［＜個別＞英語/100%］L&R+S&W：CEFR C1

倉敷芸術科学大学 危機管理学部 危機管理学科 【学校推薦型】推薦B方式 加点［総点］ L&R+S&W：CEFR A1

芸術学部 デザイン芸術学科、メディア映
像学科 【学校推薦型】推薦B方式 加点［総点］ L&R+S&W：CEFR A1

生命科学部 生命科学科、生命医科学科、
動物生命科学科、健康科学科 【学校推薦型】推薦B方式 加点［総点］ L&R+S&W：CEFR A1

中国学園大学 現代生活学部 人間栄養学科 【一般】Ⅰ期（A、B） 加点［総合点］ ※1

【一般】Ⅱ期 加点［総合点］ ※1

【一般】共テ利用Ⅰ期、Ⅱ期 加点［総合点］ ※1

【学校推薦型】公募
（Ⅰ期、Ⅱ期） 加点［総合点］ ※1

【総合型】総合型
（Ⅰ期A、Ⅱ期A） 加点［総合点］ ※1

【総合型】総合型
（Ⅰ期B、Ⅱ期B、Ⅲ期、Ⅳ期） 加点［総合点］ ※1

国際教養学部 国際教養学科 【一般】Ⅰ期（A、B） 加点［総合点］ ※1

〔Ⅱ-6〕 私立大学 ＜中国・四国＞
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岡山 中国学園大学 国際教養学部 国際教養学科 【一般】Ⅱ期 加点［総合点］ ※1

【一般】共テ利用Ⅰ期、Ⅱ期 加点［総合点］ ※1

【学校推薦型】公募
（Ⅰ期、Ⅱ期） 加点［総合点］ ※1

【総合型】総合型
（Ⅰ期A、Ⅱ期A） 加点［総合点］ ※1

【総合型】総合型
（Ⅰ期B、Ⅱ期B、Ⅲ期、Ⅳ期） 加点［総合点］ ※1

ノートルダム清心
女子大学

人間生活学部 児童学科 【総合型】英語検定型 出願資格 L&R+S&W：CEFR B1

食品栄養学科 【総合型】英語検定型 出願資格 L&R+S&W：CEFR B1

文学部 英語英文学科 【総合型】英語検定型 出願資格 L&R+S&W：CEFR B2

広島 エリザベト音楽大学 音楽学部 演奏学科〔管弦打楽器専攻〕【一般】前期、後期 判定優遇・合否参考 ※2

【学校推薦型】公募 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】ソリスト奨学生 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】春季 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】特待奨学生 判定優遇・合否参考 ※2

演奏学科〔鍵盤楽器専攻〕 【一般】前期、後期 判定優遇・合否参考 ※2

【学校推薦型】公募 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】ソリスト奨学生 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】春季 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】特待奨学生 判定優遇・合否参考 ※2

演奏学科〔声楽専攻〕 【一般】前期、後期 判定優遇・合否参考 ※2

【学校推薦型】公募 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】ソリスト奨学生 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】春季 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】特待奨学生 判定優遇・合否参考 ※2

音楽文化学科〔音楽文化専修A〕【一般】前期、後期 判定優遇・合否参考 ※2

【学校推薦型】公募 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】春季 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】総合型特別
（初年度奨学生） 判定優遇・合否参考 ※2

音楽文化学科〔音楽文化専修B〕【一般】前期、後期 判定優遇・合否参考 ※2

【学校推薦型】公募 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】春季 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】総合型特別
（初年度奨学生） 判定優遇・合否参考 ※2

音楽文化学科〔音楽文化専修C〕【一般】前期、後期 判定優遇・合否参考 ※2

【学校推薦型】公募 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】春季 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】総合型特別
（初年度奨学生） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 300＋※2

音楽文化学科
〔幼児音楽教育専修〕

【一般】前期、後期 判定優遇・合否参考 ※2

【学校推薦型】公募 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】春季 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】総合型特別
（初年度奨学生） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 300＋※2

比治山大学 健康栄養学部 管理栄養学科 【学校推薦型】公募制（専願） 加点［資格等/1点］ L&R 300

【学校推薦型】公募制（専願） 加点［資格等/3点］ L&R 400

【学校推薦型】公募制（専願） 加点［資格等/5点］ L&R 530
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広島 比治山大学 現代文化学部 言語文化学科、マスコミュニ
ケーション学科、社会臨床心
理学科、子ども発達教育学科

【学校推薦型】公募制（専願） 加点［資格等/1点］ L&R 300

【学校推薦型】公募制（専願） 加点［資格等/3点］ L&R 400

【学校推薦型】公募制（専願） 加点［資格等/5点］ L&R 530

広島経済大学 メディアビジネス学部 ビジネス情報学科、メディアビジ
ネス学科

【一般】1期 得点換算
［＜個別＞英語/120点］

L&R+S&W：790
（L&R550､S&W240）

【一般】1期 試験免除、得点換算
［＜個別＞英語/150点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】2期 得点換算
［＜個別＞英語/80点］

L&R+S&W：790
（L&R550､S&W240）

【一般】2期 試験免除、得点換算
［＜個別＞英語/100点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】共テ利用（全日程） 得点換算
［＜共テ＞英語/150点］

L&R+S&W：790
（L&R550､S&W240）

【一般】共テ利用（全日程） 得点換算
［＜共テ＞英語/200点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】資格スカラシップ
（奨学生A） 出願資格 L&R+S&W：1095

（L&R785､S&W310）
【学校推薦型】資格スカラシップ
（奨学生B） 出願資格 L&R+S&W：790

（L&R550､S&W240）
【学校推薦型】特別推薦
（特定資格分野） 出願資格 ※2

経営学部 経営学科 【学校推薦型】特別推薦
（特定資格分野） 出願資格 ※2

経営学科、スポーツ経営学科 【一般】1期 得点換算
［＜個別＞英語/120点］

L&R+S&W：790
（L&R550､S&W240）

【一般】1期 試験免除、得点換算
［＜個別＞英語/150点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】2期 得点換算
［＜個別＞英語/80点］

L&R+S&W：790
（L&R550､S&W240）

【一般】2期 試験免除、得点換算
［＜個別＞英語/100点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】共テ利用（全日程） 得点換算
［＜共テ＞英語/150点］

L&R+S&W：790
（L&R550､S&W240）

【一般】共テ利用（全日程） 得点換算
［＜共テ＞英語/200点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】資格スカラシップ
（奨学生A） 出願資格 L&R+S&W：1095

（L&R785､S&W310）
【学校推薦型】資格スカラシップ
（奨学生B） 出願資格 L&R+S&W：790

（L&R550､S&W240）

経済学部 経済学科 【一般】1期 得点換算
［＜個別＞英語/120点］

L&R+S&W：790
（L&R550､S&W240）

【一般】1期 試験免除、得点換算
［＜個別＞英語/150点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】2期 得点換算
［＜個別＞英語/80点］

L&R+S&W：790
（L&R550､S&W240）

【一般】2期 試験免除、得点換算
［＜個別＞英語/100点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】共テ利用（全日程） 得点換算
［＜共テ＞英語/150点］

L&R+S&W：790
（L&R550､S&W240）

【一般】共テ利用（全日程） 得点換算
［＜共テ＞英語/200点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【一般】国公立受験生支援 得点換算
［＜個別＞英語/120点］

L&R+S&W：790
（L&R550､S&W240）

【一般】国公立受験生支援 試験免除、得点換算
［＜個別＞英語/150点］

L&R+S&W：1095
（L&R785､S&W310）

【学校推薦型】資格スカラシップ
（奨学生A） 出願資格 L&R+S&W：1095

（L&R785､S&W310）
【学校推薦型】資格スカラシップ
（奨学生B） 出願資格 L&R+S&W：790

（L&R550､S&W240）
【学校推薦型】特別推薦
（特定資格分野） 出願資格 ※2

広島工業大学 環境学部 建築デザイン学科 【総合型】学科課題型 加点［調査書/10点］ L&R 120、Bridge 92

【総合型】学科課題型 加点［調査書/20点］ L&R 225、Bridge 134

建築デザイン学科、地球環境
学科

【学校推薦型】
公募制前期・後期 加点［調査書/10点］ L&R 120、Bridge 92

【学校推薦型】
公募制前期・後期 加点［調査書/20点］ L&R 225、Bridge 134

地球環境学科 【総合型】学科課題型 加点［調査書/10点］ L&R 120、Bridge 92

【総合型】学科課題型 加点［調査書/20点］ L&R 225、Bridge 134

工学部 環境土木工学科 【総合型】学科課題型 加点［調査書/10点］ L&R 120、Bridge 92

【総合型】学科課題型 加点［調査書/20点］ L&R 225、Bridge 134

機械システム工学科 【総合型】学科課題型 加点［調査書/10点］ L&R 120、Bridge 92

【総合型】学科課題型 加点［調査書/20点］ L&R 225、Bridge 134

建築工学科 【総合型】学科課題型 加点［調査書/10点］ L&R 120、Bridge 92
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広島 広島工業大学 工学部 建築工学科 【総合型】学科課題型 加点［調査書/20点］ L&R 225、Bridge 134

知能機械工学科 【総合型】学科課題型 加点［調査書/10点］ L&R 120、Bridge 92

【総合型】学科課題型 加点［調査書/20点］ L&R 225、Bridge 134

電気システム工学科 【総合型】学科課題型 加点［調査書/10点］ L&R 120、Bridge 92

【総合型】学科課題型 加点［調査書/20点］ L&R 225、Bridge 134

電子情報工学科 【総合型】学科課題型 加点［調査書/10点］ L&R 120、Bridge 92

【総合型】学科課題型 加点［調査書/20点］ L&R 225、Bridge 134

電子情報工学科、電気システム
工学科、機械システム工学科、
知能機械工学科、環境土木工
学科、建築工学科

【学校推薦型】
公募制前期・後期 加点［調査書/10点］ L&R 120、Bridge 92

【学校推薦型】
公募制前期・後期 加点［調査書/20点］ L&R 225、Bridge 134

情報学部 情報コミュニケーション学科 【総合型】学科課題型 加点［調査書/10点］ L&R 120、Bridge 92

【総合型】学科課題型 加点［調査書/20点］ L&R 225、Bridge 134

情報工学科 【総合型】学科課題型 加点［調査書/10点］ L&R 120、Bridge 92

【総合型】学科課題型 加点［調査書/20点］ L&R 225、Bridge 134

情報工学科、情報コミュニケー
ション学科

【学校推薦型】
公募制前期・後期 加点［調査書/10点］ L&R 120、Bridge 92

【学校推薦型】
公募制前期・後期 加点［調査書/20点］ L&R 225、Bridge 134

生命学部 食品生命科学科 【総合型】学科課題型 加点［調査書/10点］ L&R 120、Bridge 92

【総合型】学科課題型 加点［調査書/20点］ L&R 225、Bridge 134

生体医工学科 【学校推薦型】
公募制前期・後期 加点［調査書/10点］ L&R 120、Bridge 92

【学校推薦型】
公募制前期・後期 加点［調査書/20点］ L&R 225、Bridge 134

【総合型】学科課題型 加点［調査書/10点］ L&R 120、Bridge 92

【総合型】学科課題型 加点［調査書/20点］ L&R 225、Bridge 134

生体医工学科、食品生命科
学科

【学校推薦型】
公募制前期・後期 加点［調査書/10点］ L&R 120、Bridge 92

【学校推薦型】
公募制前期・後期 加点［調査書/20点］ L&R 225、Bridge 134

広島修道大学 経済科学部 経済情報学科 【一般】前C（K方式） 加点［＜個別＞総合点/5点］ L&R+S&W：625※3

【一般】前C（K方式） 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】前C（S方式） 加点［＜個別＞総合点/5点］ L&R+S&W：625※3

【一般】前C（S方式） 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R+S&W：1150※3

現代経済学科 【一般】前C 加点［＜個別＞総合点/5点］ L&R+S&W：625※3

【一般】前C 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R+S&W：1150※3

現代経済学科、経済情報学科 【学校推薦型】英語資格 出願資格、加点
［＜書類審査＞資格・検定］ L&R+S&W：625※3

【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 ※2

健康科学部 健康栄養学科 【一般】前C 加点［＜個別＞総合点/5点］ L&R+S&W：625※3

【一般】前C 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R+S&W：1150※3

心理学科 【一般】前C 加点［＜個別＞総合点/5点］ L&R+S&W：625※3

【一般】前C 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R+S&W：1150※3

国際コミュニティ学部 国際政治学科、地域行政学科 【一般】前C 加点［＜個別＞総合点/5点］ L&R+S&W：625※3

【一般】前C 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】指定資格 出願資格、得点換算［資格］ L&R+S&W：625※3

【総合型】総合型
（課題図書方式） 判定優遇・合否参考 ※2

商学部 商学科、経営学科 【一般】前C 加点［＜個別＞総合点/5点］ L&R+S&W：625※3

【一般】前C 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】英語資格 出願資格、得点換算［資格］ L&R+S&W：625※3

【学校推薦型】指定資格 加点［資格］ L&R+S&W：625※3
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広島 広島修道大学 人文学部 英語英文学科 【一般】前C 加点［＜個別＞総合点/5点］ L&R+S&W：625※3

【一般】前C 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R+S&W：1150※3

【総合型】総合型 判定優遇・合否参考 ※2

教育学科 【一般】前C 加点［＜個別＞総合点/5点］ L&R+S&W：625※3

【一般】前C 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R+S&W：1150※3

人間関係学科〔社会学専攻〕【一般】前C 加点［＜個別＞総合点/5点］ L&R+S&W：625※3

【一般】前C 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R+S&W：1150※3

人間環境学部 人間環境学科 【一般】前C 加点［＜個別＞総合点/5点］ L&R+S&W：625※3

【一般】前C 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】英語資格 出願資格、得点換算
［＜書類審査＞資格・検定］ L&R+S&W：625※3

【総合型】総合型
（活動実績方式） 判定優遇・合否参考 ※2

法学部 法律学科 【一般】前C 加点［＜個別＞総合点/5点］ L&R+S&W：625※3

【一般】前C 加点［＜個別＞総合点/10点］ L&R+S&W：1150※3

広島女学院大学 人文学部 国際英語学科〔GSEコース〕 【一般】一般前（A、B） 出願資格 L&R 500＋※1

【一般】一般前（C）、後 出願資格 L&R 500＋※1

【一般】共テA、B 出願資格 L&R 500＋※1

【一般】共テA、B 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R 785

【一般】共テC 出願資格 L&R 500＋※1

【一般】共テC 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R 785

【学校推薦型】A、B、C方式 出願資格 L&R 500

【総合型】自己アピール 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 500＋※1

国際英語学科〔英語文化コース〕【一般】共テA、B 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R 785

【一般】共テC 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R 785

【一般】特待生、一般前（A、B） 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R 785

【一般】特待生、一般前（A、B） 加点［＜個別＞英語/5点］ L&R 400

【一般】特待生、一般前（A、B） 加点［＜個別＞英語/10点］ L&R 550

【一般】特待生、一般前（C）、後 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R 785

【一般】特待生、一般前（C）、後 加点［＜個別＞英語/5点］ L&R 400

【一般】特待生、一般前（C）、後 加点［＜個別＞英語/10点］ L&R 550

【学校推薦型】A、B、C方式 得点換算［＜個別＞資格・検定
/満点］ L&R 550

【総合型】オープンセミナー 加点［＜出願書類＞活動報告書］※2

【総合型】自己アピール 加点［出願書類/10点］ L&R 550

日本文化学科 【一般】共テA、B 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R 785

【一般】特待生、一般前（A、B） 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R 785

【一般】特待生、一般前（A、B） 加点［＜個別＞英語/5点］ L&R 400

【一般】特待生、一般前（A、B） 加点［＜個別＞英語/10点］ L&R 550

【総合型】オープンセミナー 加点［＜出願書類＞活動報告書］※2

人間生活学部 管理栄養学科 【一般】共テA（3科目型）、B 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R 785

【一般】共テC 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R 785

【一般】特待生、一般前（A、B） 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R 785

【一般】特待生、一般前（A、B） 加点［＜個別＞英語/5点］ L&R 400

【一般】特待生、一般前（A、B） 加点［＜個別＞英語/10点］ L&R 550

【一般】特待生、一般前（C）、後 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R 785
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広島 広島女学院大学 人間生活学部 管理栄養学科 【一般】特待生、一般前（C）、後 加点［＜個別＞英語/5点］ L&R 400

【一般】特待生、一般前（C）、後 加点［＜個別＞英語/10点］ L&R 550

【学校推薦型】A、B、C方式 得点換算［＜個別＞資格・検定
/満点］ L&R 400

児童教育学科 【一般】共テA、B、C 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R 785

【一般】特待生、一般前（A、B） 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R 785

【一般】特待生、一般前（A、B） 加点［＜個別＞英語/5点］ L&R 400

【一般】特待生、一般前（A、B） 加点［＜個別＞英語/10点］ L&R 550

【一般】特待生、一般前（C）、後 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R 785

【一般】特待生、一般前（C）、後 加点［＜個別＞英語/5点］ L&R 400

【一般】特待生、一般前（C）、後 加点［＜個別＞英語/10点］ L&R 550

【学校推薦型】A、B、C方式 得点換算［＜個別＞資格・検定
/満点］ L&R 400

生活デザイン学科 【一般】共テA、B、C 得点換算［＜共テ＞英語/満点］ L&R 785

【一般】特待生、一般前（A、B） 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R 785

【一般】特待生、一般前（A、B） 加点［＜個別＞英語/5点］ L&R 400

【一般】特待生、一般前（A、B） 加点［＜個別＞英語/10点］ L&R 550

【一般】特待生、一般前（C）、後 得点換算［＜個別＞英語/満点］ L&R 785

【一般】特待生、一般前（C）、後 加点［＜個別＞英語/5点］ L&R 400

【一般】特待生、一般前（C）、後 加点［＜個別＞英語/10点］ L&R 550

【学校推薦型】A、B、C方式 得点換算［＜個別＞資格・検定
/満点］ L&R 400

生活デザイン学科、管理栄養
学科、児童教育学科 【総合型】オープンセミナー 加点［＜出願書類＞活動報告書］※2

広島文教大学 教育学部 教育学科 【学校推薦型】
外部英語検定重視型

得点換算［＜提出書類＞外部
検定試験/80点］

L&R 225、
L&R+S&W：385

【学校推薦型】
外部英語検定重視型

得点換算［＜提出書類＞外部
検定試験/90点］

L&R 550、
L&R+S&W：790

【学校推薦型】
外部英語検定重視型

得点換算［＜提出書類＞外部
検定試験/100点］

L&R 785、
L&R+S&W：1095

【学校推薦型】基礎学力重視型 加点［＜提出書類＞活動実績
報告書］ ※2

【学校推薦型】
専門学科・総合学科特別

加点［＜提出書類＞活動実績
報告書］ ※2

【学校推薦型】
地域行動活動重視型

加点［＜提出書類＞活動実績
報告書］ ※2

人間科学部 人間福祉学科、心理学科、
人間栄養学科、グローバルコ
ミュニケーション学科

【学校推薦型】
外部英語検定重視型

得点換算［＜提出書類＞外部
検定試験/80点］

L&R 225、
L&R+S&W：385

【学校推薦型】
外部英語検定重視型

得点換算［＜提出書類＞外部
検定試験/90点］

L&R 550、
L&R+S&W：790

【学校推薦型】
外部英語検定重視型

得点換算［＜提出書類＞外部
検定試験/100点］

L&R 785、
L&R+S&W：1095

【学校推薦型】基礎学力重視型 加点［＜提出書類＞活動実績
報告書］ ※2

【学校推薦型】
専門学科・総合学科特別

加点［＜提出書類＞活動実績
報告書］ ※2

【学校推薦型】
地域行動活動重視型

加点［＜提出書類＞活動実績
報告書］ ※2

山口 梅光学院大学 子ども学部 子ども未来学科 【一般】A、B、C、D 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：625※3

【一般】A、B、C、D 得点換算［＜個別＞英語/120点］L&R+S&W：1150※3

【一般】A、B、C、D 得点換算［＜個別＞英語/150点］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ利用 得点換算［＜共テ＞外国語
/90点］ L&R+S&W：625※3

【一般】共テ利用 得点換算［＜共テ＞外国語
/120点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ利用 得点換算［＜共テ＞外国語
/150点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】
公募制、自己推薦制 加点［総合評価/30点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】
公募制、自己推薦制 加点［総合評価/50点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】
公募制、自己推薦制 加点［総合評価/80点］ L&R+S&W：1845※3

【総合型】総合型 加点［総合評価/30点］ L&R+S&W：1150※3

【総合型】総合型 加点［総合評価/50点］ L&R+S&W：1560※3
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山口 梅光学院大学 子ども学部 子ども未来学科 【総合型】総合型 加点［総合評価/80点］ L&R+S&W：1845※3

文学部 人文学科 【学校推薦型】
公募制、自己推薦制 加点［総合評価/30点］ L&R+S&W：1150※3

【学校推薦型】
公募制、自己推薦制 加点［総合評価/50点］ L&R+S&W：1560※3

【学校推薦型】
公募制、自己推薦制 加点［総合評価/80点］ L&R+S&W：1845※3

【総合型】総合型 加点［総合評価/30点］ L&R+S&W：1150※3

【総合型】総合型 加点［総合評価/50点］ L&R+S&W：1560※3

【総合型】総合型 加点［総合評価/80点］ L&R+S&W：1845※3

人文学科
〔英語コミュニケーション専攻〕

【一般】A、B、C、D 得点換算［＜個別＞英語/120点］L&R+S&W：625※3

【一般】A、B、C、D 得点換算［＜個別＞英語/160点］L&R+S&W：1150※3

【一般】A、B、C、D 得点換算［＜個別＞英語/200点］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ利用 得点換算［＜共テ＞外国語
/120点］ L&R+S&W：625※3

【一般】共テ利用 得点換算［＜共テ＞外国語
/160点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ利用 得点換算［＜共テ＞外国語
/200点］ L&R+S&W：1560※3

人文学科〔国際ビジネスコミュ
ニケーション専攻〕

【一般】A、B、C、D 得点換算［＜個別＞英語/120点］L&R+S&W：625※3

【一般】A、B、C、D 得点換算［＜個別＞英語/160点］L&R+S&W：1150※3

【一般】A、B、C、D 得点換算［＜個別＞英語/200点］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ利用 得点換算［＜共テ＞外国語
/120点］ L&R+S&W：625※3

【一般】共テ利用 得点換算［＜共テ＞外国語
/160点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ利用 得点換算［＜共テ＞外国語
/200点］ L&R+S&W：1560※3

人文学科〔国際教養専攻〕 【一般】A、B、C、D 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：625※3

【一般】A、B、C、D 得点換算［＜個別＞英語/120点］L&R+S&W：1150※3

【一般】A、B、C、D 得点換算［＜個別＞英語/150点］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ利用 得点換算［＜共テ＞外国語
/90点］ L&R+S&W：625※3

【一般】共テ利用 得点換算［＜共テ＞外国語
/120点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ利用 得点換算［＜共テ＞外国語
/150点］ L&R+S&W：1560※3

人文学科
〔東アジア言語文化専攻〕

【一般】A、B、C、D 得点換算［＜個別＞英語/90点］ L&R+S&W：625※3

【一般】A、B、C、D 得点換算［＜個別＞英語/120点］L&R+S&W：1150※3

【一般】A、B、C、D 得点換算［＜個別＞英語/150点］L&R+S&W：1560※3

【一般】共テ利用 得点換算［＜共テ＞外国語
/90点］ L&R+S&W：625※3

【一般】共テ利用 得点換算［＜共テ＞外国語
/120点］ L&R+S&W：1150※3

【一般】共テ利用 得点換算［＜共テ＞外国語
/150点］ L&R+S&W：1560※3

山口学芸大学 教育学部 教育学科〔英語教育専攻〕 【総合型】総合型 出願資格 L&R+S&W：CEFR B1

徳島 四国大学 看護学部 看護学科 【総合型】分野別（グローバル） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：CEFR B2

経営情報学部 経営情報学科、メディア情報
学科 【総合型】分野別（グローバル） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：CEFR B2

生活科学部 人間生活科学科、健康栄養
学科、児童学科 【総合型】分野別（グローバル） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：CEFR B2

文学部 日本文学科、書道文化学科、
国際文化学科 【総合型】分野別（グローバル） 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R+S&W：CEFR B2

徳島文理大学 香川薬学部 薬学科 【総合型】資格利用型 出願資格 L&R 450

総合政策学部 総合政策学科 【総合型】資格利用型 出願資格 L&R 400

人間生活学部 児童学科、メディアデザイン学科、
建築デザイン学科、人間生活学科 【総合型】資格利用型 出願資格 L&R 400

文学部 英語英米文化学科 【総合型】資格利用型 出願資格 L&R 500

日本文学科 【総合型】資格利用型 出願資格 L&R 400

文化財学科 【総合型】資格利用型 出願資格 L&R 400

保健福祉学部 口腔保健学科 【総合型】資格利用型 出願資格 L&R 400
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徳島 徳島文理大学 保健福祉学部 人間福祉学科 【総合型】資格利用型 出願資格 L&R 400

薬学部 薬学科 【総合型】資格利用型 出願資格 L&R 450

香川 四国学院大学 社会学部 カルチュラル・マネジメント学科 【一般】A 得点換算［＜個別＞英語試験
/満点］ L&R 700

【学校推薦型】課外活動選抜 判定優遇・合否参考 ※2

【学校推薦型】公募選抜A・B 判定優遇・合否参考 ※2

【学校推薦型】公募選抜S 判定優遇・合否参考 ※2

【学校推薦型】専門学科・総合
学科卒業生選抜 判定優遇・合否参考 ※2

【学校推薦型】特別推薦選抜
（キリスト者） 判定優遇・合否参考 ※2

【学校推薦型】特別推薦選抜
（身体障害者） 判定優遇・合否参考 ※2

【学校推薦型】特別推薦選抜
（被差別少数者） 判定優遇・合否参考 ※2

【学校推薦型】特別推薦選抜
（被差別部落出身者） 判定優遇・合否参考 ※2

【学校推薦型】特別推薦選抜
（文化の多様性） 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】パーソナル選抜
（テーマ探究型） 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】パーソナル選抜
（体験報告型） 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】課外活動選抜 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】特別推薦選抜（テーマ
探究型）＜キリスト者＞ 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】特別推薦選抜（テーマ
探究型）＜身体障害者＞ 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】特別推薦選抜（テーマ
探究型）＜被差別少数者＞ 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】特別推薦選抜（テーマ
探究型）＜被差別部落出身者＞ 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】特別推薦選抜（テーマ
探究型）＜文化の多様性＞ 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】特別推薦選抜（体験
報告型）＜キリスト者＞ 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】特別推薦選抜（体験
報告型）＜身体障害者＞ 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】特別推薦選抜（体験
報告型）＜被差別少数者＞ 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】特別推薦選抜（体験報
告型）＜被差別部落出身者＞ 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】特別推薦選抜（体験
報告型）＜文化の多様性＞ 判定優遇・合否参考 ※2

社会福祉学部 社会福祉学科 【一般】A 得点換算［＜個別＞英語試験
/満点］ L&R 700

【学校推薦型】課外活動選抜 判定優遇・合否参考 ※2

【学校推薦型】公募選抜A・B 判定優遇・合否参考 ※2

【学校推薦型】公募選抜S 判定優遇・合否参考 ※2

【学校推薦型】専門学科・総合
学科卒業生選抜 判定優遇・合否参考 ※2

【学校推薦型】特別推薦選抜
（キリスト者） 判定優遇・合否参考 ※2

【学校推薦型】特別推薦選抜
（身体障害者） 判定優遇・合否参考 ※2

【学校推薦型】特別推薦選抜
（被差別少数者） 判定優遇・合否参考 ※2

【学校推薦型】特別推薦選抜
（被差別部落出身者） 判定優遇・合否参考 ※2

【学校推薦型】特別推薦選抜
（文化の多様性） 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】パーソナル選抜
（テーマ探究型） 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】パーソナル選抜
（体験報告型） 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】課外活動選抜 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】特別推薦選抜
（テーマ探究型）＜キリスト者＞ 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】特別推薦選抜
（テーマ探究型）＜身体障害者＞ 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】特別推薦選抜（テーマ
探究型）＜被差別少数者＞ 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】特別推薦選抜（テーマ
探究型）＜被差別部落出身者＞ 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】特別推薦選抜（テーマ
探究型）＜文化の多様性＞ 判定優遇・合否参考 ※2
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香川 四国学院大学 社会福祉学部 社会福祉学科 【総合型】特別推薦選抜（体験
報告型）＜キリスト者＞ 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】特別推薦選抜（体験
報告型）＜身体障害者＞ 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】特別推薦選抜（体験
報告型）＜被差別少数者＞ 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】特別推薦選抜（体験
報告型）＜被差別部落出身者＞ 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】特別推薦選抜（体験
報告型）＜文化の多様性＞ 判定優遇・合否参考 ※2

文学部 人文学科 【一般】A 得点換算［＜個別＞英語試験
/満点］ L&R 700

【学校推薦型】課外活動選抜 判定優遇・合否参考 ※2

【学校推薦型】公募選抜A・B 判定優遇・合否参考 ※2

【学校推薦型】公募選抜S 判定優遇・合否参考 ※2

【学校推薦型】専門学科・総合
学科卒業生選抜 判定優遇・合否参考 ※2

【学校推薦型】特別推薦選抜
（キリスト者） 判定優遇・合否参考 ※2

【学校推薦型】特別推薦選抜
（身体障害者） 判定優遇・合否参考 ※2

【学校推薦型】特別推薦選抜
（被差別少数者） 判定優遇・合否参考 ※2

【学校推薦型】特別推薦選抜
（被差別部落出身者） 判定優遇・合否参考 ※2

【学校推薦型】特別推薦選抜
（文化の多様性） 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】パーソナル選抜
（テーマ探究型） 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】パーソナル選抜
（体験報告型） 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】課外活動選抜 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】特別推薦選抜（テーマ
探究型）＜キリスト者＞ 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】特別推薦選抜（テーマ
探究型）＜身体障害者＞ 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】特別推薦選抜（テーマ
探究型）＜被差別少数者＞ 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】特別推薦選抜（テーマ
探究型）＜被差別部落出身者＞ 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】特別推薦選抜（テーマ
探究型）＜文化の多様性＞ 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】特別推薦選抜（体験
報告型）＜キリスト者＞ 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】特別推薦選抜（体験
報告型）＜身体障害者＞ 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】特別推薦選抜（体験
報告型）＜被差別少数者＞ 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】特別推薦選抜（体験
報告型）＜被差別部落出身者＞ 判定優遇・合否参考 ※2

【総合型】特別推薦選抜（体験
報告型）＜文化の多様性＞ 判定優遇・合否参考 ※2

愛媛 松山大学 経営学部 経営学科 【総合型】総合型（資格取得者）出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 470

経済学部 経済学科 【総合型】総合型（資格取得者）出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 500

人文学部 英語英米文学科 【総合型】総合型 出願資格、判定優遇・合否参考 L&R 500
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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

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
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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
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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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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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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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