
 大学の一般入試におけるTOEFL iBT®テスト活用状況(都道府県-区分-大学名50音順）

北海道 私立 札幌学院大学 www.sgu.ac.jp/ 全学部（全学科） 試験免除 22-31
32-41
42-51
52-61
62-71

72

22-31（50点）、32-41（60点）、42-51（70点）、52-61（80点）、62-71（90
点）、72以上（100点）に換算。

千歳科学技術大学 www.chitose.ac.jp/ 理工学部 得点換算 32-70
71-99
100

一般学力入試Ⅰ期･Ⅱ期試験で「外国語」を受験したものとみなし、32-
70（得点率80％）、71-99（得点率90％）、100以上(得点率100％）の点
数を得たものとして判定。

北海学園大学 hgu.jp/ 試験免除 ―
得点換算 55-64

65-74
75-84

85

秋田県 国立 秋田大学 www.akita-u.ac.jp/ 国際資源学部(国際資源学科） 試験免除 61 2018年度利用内容
個別学力検査の「英語」科目を免除し、満点と換算して合否判定。

公立 秋田県立大学 www.akita-pu.ac.jp/ 全学部（全学科） 自己PR ―
国際教養大学 web.aiu.ac.jp/ 国際教養学部 得点換算 72 72以上を所有している者については、当該スコアを証明する書類を出

願時に提出すると、受験した大学入試センター試験における英語科目
を満点と換算し、合否判定される。

福島県 私立 いわき明星大学 www.iwakimu.ac.jp/ 薬学部 得点換算 42 外国語（英語）の点数を80点に換算。
東日本国際大学 www.shk-ac.jp/ 全学部（全学科） 試験免除 50

茨城県 私立 筑波学院大学 www.tsukuba-g.ac.jp/ 経営情報学部（ビジネスデザイン学科 全コー
ス）

加点 40
45

受験科目の総得点に加算。
40以上（5点）、45以上（10点）

栃木県 私立 国際医療福祉大学 www.iuhw.ac.jp/ 医学部（医学科） 参考程度 ― 参考程度に評価。
群馬県 私立 共愛学園前橋国際大学 www.kyoai.ac.jp/ 国際社会学部（国際社会学科） 試験免除 72 72以上を100点換算とする。

高崎健康福祉大学 www.takasaki-u.ac.jp/ 全学部 得点換算 42-71
72

42-71（80点）、72以上（100点）

埼玉県 国立 埼玉大学 www.saitama-u.ac.jp/ 経済学部（経済学科） 試験免除 ― 前期国際プログラム枠
私立 獨協大学 www.dokkyo.ac.jp/ 法学部（法律学科、国際関係法学科、総合政策

学科）
出願要件 52 一般入試［2・3科目］

日本医療科学大学 www.nims.ac.jp/ 全学部（全学科） 自己PR ― 自己PRの1つとして参考にする。
千葉県 国立 千葉大学 www.chiba-u.ac.jp/ 国際教養学部 加点 42

62
個別学力検査「外国語」の得点に加点。
42以上（10点）、62以上（20点）

試験免除 80
看護学部 加点 42

62
72

42以上（10点）、62以上（20点）、72以上（30点）を加点。

教育学部(学校教員養成課程英語教育コース
(Ｂ選択))
園芸学部

加点 62
72

62以上（20点）、72以上（30点）を加点。

文学部(人文学科 日本・ユーラシア文化コース)
理学部(物理学科)

加点 62
72

62以上（5点）、72以上（10点）を加点。

私立 江戸川大学 www.edogawa-u.ac.jp/ 全学科 試験免除 42 2期、3期の受験者を対象として、42以上の者は英語試験免除。
開智国際大学 www.kaichi.ac.jp/ 全学部(全学科) その他 ― CEFR表の英検を基準として、点数によって特待に換算。

42-71 (S3特待)、72-94 (S2特待)、95-120 (S1特待)
川村学園女子大学 www.kgwu.ac.jp/ 全学部（全学科） 加点 40
神田外語大学 www.kandagaigo.ac.jp/kuis/ 加点 50

試験免除 70

敬愛大学 www.u-keiai.ac.jp/ 経済学部（経済学科、経営学科）
国際学部（国際学科、こども学科）

試験免除 42-71
72

全学部共通
42-71：85点（みなし得点100点満点）、72以上：100点（みなし得点100
点満点）

千葉科学大学 www.cis.ac.jp/ 危機管理学部（航空技術危機管理学科 パイ
ロットコース）

出願要件 32

千葉商科大学 www.cuc.ac.jp/ 全学部（全学科） 試験免除 30-35
36-41

42

30-35（70点）、36-41（80点）、42以上（90点）のみなし得点とする。

明海大学 www.meikai.ac.jp/ 外国語学部（日本語学科、中国語学科、英米語
学科）
経済学部（経済学科）
不動産学部（不動産学科）
ホスピタリティ・ツーリズム学部（ホスピタリティ・
ツーリズム学科 ホスピタリティ・ツーリズム メ
ジャー、グローバル・マネジメント メジャー）

試験免除 60

歯学部（歯学科） 試験免除 71-82
83

一般入学試験（センタープラス方式）
71-82、83以上でそれぞれ得点換算の上、試験免除。

麗澤大学 www.reitaku-u.ac.jp/ 外国語学部（全学科） 出願要件 38 一般3月A日程（面接型）では、出願資格の1つとして利用。
52

その他 ― 一般2月では、その成績を考慮することがある。
神奈川県 私立 関東学院大学 univ.kanto-gakuin.ac.jp/ 全学部 得点換算 42-71

72-94
95-120

一般入試(前、後期）：英語外部試験利用型
2018年3月に文部科学省より公表された「各資格・検定試験とCEFRと
の対照表」に準じて、CEFRの段階を認定し、42-71［B1］（80点）、72-94
［B2］（100点）、95-120［C1］（100点）に換算。

文教大学 www.bunkyo.ac.jp/ 文学部（英米語英米文学科）
文学部（外国語学科）
国際学部（全学科）

出願要件 45

東京都 国立 東京海洋大学 www.kaiyodai.ac.jp/ 海洋生命科学部（海洋生物資源学科、海洋政
策文化学科、食品生産科学科）
海洋資源環境学部（全学科）

出願要件 40

私立 青山学院大学 www.aoyama.ac.jp/ 国際政治経済学部（全学科） 出願要件 57 国際政治経済学部国際政治学科、国際コミュニケーション学科のみ
総合文化政策学部（総合文化政策学科） 出願要件 42
地球社会共生学部（地球社会共生学科） 出願要件 50
コミュニティ人間科学部※ 出願要件 42 ※2019年4月開設。

桜美林大学 www.obirin.ac.jp/ 得点換算 42-71
72

※フライトオペレーションコース除く。
42-71（70点）、72以上（90点）に得点換算

グローバル人材育
成奨学生選抜

40 グローバル人材育成奨学生選抜出願条件の一部

ビジネスマネジメント学群（フライト・オペレーショ
ンコース）

出願要件 32 出願条件の一部

学習院大学 www.univ.gakushuin.ac.jp/ 国際社会科学部※ 試験免除 42
48
54
62
70
100

※プラス試験
以下のとおり試験科目「英語」の得点に換算。英語の筆記試験は行わ
ない。
42以上（100点）、48以上（110点）、54以上（120点）、62以上（130点）、
70以上（140点）、100以上（150点）

共立女子大学 www.kyoritsu-wu.ac.jp/ 全学部（全学科） 試験免除 42-71
72

一般入試（全学統一方式）のみ得点換算の上、試験免除もしくは受験
を選択可能
42-71（80点）、72以上（100点）に換算。

工学院大学 www.kogakuin.ac.jp/ 全学部※ 出願要件 38
試験免除 38

先進工学部（機械理工学科 航空理工学専攻） 出願要件 38

人文学部1・2部（日本文化学科、英米文化学
科）
経営学部1部（経営学科、経営情報学科）

外国語学部（英米語学科、アジア言語学科、イ
ベロアメリカ言語学科、国際コミュニケーション
学科）

備考
基準

スコア
都道
府県

大学名 学部・学科区分 利用方法

試験は免除だが受けて換算点より点数が高ければ高得点が採用され
る。

※先進工学部　機械理工学科　航空理工学専攻を除く。
英語外部試験利用入試において出願資格として使用。この制度を使用
する場合、英語科目を除いた2科目での受験となる。

グローバル・コミュニケーション学群
リベラルアーツ学群
ビジネスマネジメント学群※
健康福祉学群
芸術文化学群

URL
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備考
基準

スコア
都道
府県

大学名 学部・学科区分 利用方法URL

東京都 私立 国際基督教大学 www.icu.ac.jp/ 教養学部（アーツ・サイエンス学科） 出願要件 79 一般入試のうちB方式のみ
合否判定の一部 ―

国士舘大学 www.kokushikan.ac.jp/ 全学部（全学科） 得点換算 42
57

一般入学試験（デリバリー入試）、一般入学試験（中期入試）において
用いることができる。基準スコアを満たしている場合、点数換算した上
で、受験された「英語」の得点と比べ、高い方を「英語」の得点として合
否判定に用いる。
デリバリー入試（基準スコア57、換算点80点）
中期入試（基準スコア42、換算点75点）

駒澤大学 www.komazawa-u.ac.jp/ 仏教学部
文学部（全学科）
経済学部（全学科）
法学部（全学科）
経営学部（全学科）
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）

試験免除 42 42以上で外国語の試験を75点に換算。

実践女子大学 www.jissen.ac.jp/ 全学部 試験免除 42-71
72

一般入試Ⅰ期3科目型外部試験利用入試において、42-71の場合、英
語の得点80点に換算。なお、英語の試験を受験してもよく（受験しない
こともできその場合は80点）、受験した場合は得点が高い方を採用す
る。72以上の場合は100点に換算をし試験を免除。

順天堂大学 www.juntendo.ac.jp/ 医学部 出願要件 55 一般入学試験B方式
加点 55-66

67-79
80-92
93-120

白百合女子大学 www.shirayuri.ac.jp/ 全学部（全学科） 得点換算 42
72
95

聖心女子大学 www.u-sacred-heart.ac.jp/ 全学科 加点 42
72

聖路加国際大学 university.luke.ac.jp/ 看護学部（看護学科） 試験免除 57-71
72

専修大学 www.senshu-u.ac.jp/ 全学部（全学科） 得点換算 42-71
72

創価大学 www.soka.ac.jp/ 経済学部（経済学科）
経営学部（経営学科）
法学部（法律学科）
文学部（人間学科）
教育学部（教育学科、児童教育学科）
理工学部（情報システム工学科、共生創造理工
学科）
看護学部（看護学科）
国際教養学部（国際教養学科）

試験免除 60
66
72

60以上（換算率80％）、66以上（換算率90％）、72以上（換算率100％）

大正大学 www.tais.ac.jp/ 全学部（全学科） 試験免除 40
45
52
61

中央大学 www.chuo-u.ac.jp/ 経済学部
文学部（国文学専攻、ドイツ語文学文化専攻、
フランス語文学文化専攻、中国言語文化専攻、
日本史学専攻、東洋史学専攻、西洋史学専
攻、哲学専攻、社会学専攻、社会情報学専攻、
教育学専攻、心理学専攻）
国際経営学部

出願要件 42

文学部（英語文学文化専攻） 出願要件 57
総合政策学部 出願要件 52
国際情報学部 出願要件 56

帝京大学 www.teikyo-u.ac.jp/ 経済学部(経済学科、地域経済学科、経営学
科、観光経営学科)
法学部（全学科)
文学部(全学科)
教育学部(全学科)
理工学部(全学科)
医療技術学部(スポーツ医療学科 健康スポー
ツコース)

合否判定の一部 42-71

経済学部(国際経済学科)
外国語学部(外国語学科)

得点換算 42-71 42-71の場合、「英語」を80点に換算。
英語外部試験利用制度を利用する場合でも本学の英語科目を受験
し、「受験した得点」「換算した得点」のいずれか高得点を合否判定に
採用。

デジタルハリウッド大学 www.dhw.ac.jp/ 全学部 加点 42
72

東海大学 www.u-tokai.ac.jp/ 全学部※ 試験免除 42-71
72

※医学部医学科除く。
一般入試A方式
42-71（80点）、72以上（100点）に換算。得点換算の上、試験免除もしく
は受験を選択可

文学部
文化社会学部
政治経済学部
法学部
教養学部
健康学部
理学部
情報理工学部
工学部※
観光学部
情報通信学部
海洋学部
経営学部
基盤工学部
農学部
国際文化学部
生物学部

試験免除 42-71
72

※航空操縦学専攻除く。
文系・理系学部統一入試
42-71（80点）、72以上（100点）に換算。得点換算の上、試験免除もしく
は受験を選択可

東京音楽大学 www.tokyo-ondai.ac.jp/ 全学部（全学科）※ 試験免除 50 ※一部専攻・コースを除く。
東京都市大学 www.tcu.ac.jp/ 全学部（全学科） 試験免除 42-71

72-94
東京理科大学 www.tus.ac.jp/ 全学部（全学科）※ 出願要件 42

加点 57
72

東洋学園大学 www.tyg.jp/ 全学部（全学科） 自己PR ―
日本大学 www.nihon-u.ac.jp/ 経済学部(全学科) 試験免除 42

57
72

文京学院大学 www.u-bunkyo.ac.jp/ 全学部（全学科） 得点換算 42

50

総合小論文方式
42以上（得点を1.1倍）、72以上（得点を1.2倍）にして審査。
57-71（ 80点）とし、試験免除（受験も可）、72以上（100点）とし、試験免
除。
42-71（80点）、72以上（100点）に換算。

一般入学試験B方式
英語の得点に加点。
55-66（5点）、67-79（15点）、80-92（20点）、93-120（25点）

42以上（80点）、57以上（90点）、72以上（100点）に換算。なお、外部の
英語資格・検定試験のスコアを換算した得点と本学の外国語の試験の
得点のうち高得点の方を外国語の得点として標準化得点に換算し合
否判定。

外国語学部・保健医療技術学部：42以上（70％換算）、50以上（80％換
算）
経営学部・人間学部：42以上（80％換算）

42-71（80点）、72-94（100点）と換算。

※理学部第二部を除く。
57以上（10点）、72以上（20点）を加点。

40以上（70点）、45以上（80点）、52以上（90点）、61以上（100点）に得点
換算の上、英語の試験免除又は受験を選択可能

英語外部検定試験利用入試

42-51（70点）、72-94（90点）、95以上（100点）のみなし得点とする。
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備考
基準

スコア
都道
府県

大学名 学部・学科区分 利用方法URL

東京都 私立 法政大学 www.hosei.ac.jp/ 法学部（法律学科、国際政治学科）
文学部（英文学科）
経済学部（国際経済学科）

出願要件 62

人間環境学部（人間環境学科）
スポーツ健康学部（スポーツ健康学科）
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）

出願要件 52

現代福祉学部（福祉コミュニティ学科、臨床心理
学科）

出願要件 57

GIS（グローバル教養学部）（グローバル教養学
科）

出願要件 76

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）
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）
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、創成科学科）

出願要件 42

理工学部（機械工学科 航空操縦学専修） 出願要件 32 理工学部機械工学科航空操縦学専修一般入試
武蔵大学 www.musashi.ac.jp/ 経済学部（全学科） 出願要件 62

人文学部（全学科）
社会学部（全学科）

出願要件 50

武蔵野大学 www.musashino-u.ac.jp/ 全学部（全学科） 試験免除 42
57
72

明治大学 www.meiji.ac.jp/ 商学部 出願要件 42
経営学部 加点 ―

試験免除 ―
国際日本学部 試験免除 ―

得点換算 72

明治学院大学 www.meijigakuin.ac.jp/ 文学部（英文学科） 得点換算 50
61

文学部（フランス文学科） 試験免除 50
61

立教大学 www.rikkyo.ac.jp/ 文学部（全学科）
経済学部（全学科）
理学部（全学科）
社会学部（全学科）
法学部（全学科）
観光学部（全学科）
コミュニティ福祉学部（全学科）
現代心理学部（全学科）
経営学部（経営学科）

試験免除 42

経営学部（国際経営学科）
異文化コミュニケーション学部

試験免除 72

富山県 私立 富山国際大学 www.tuins.ac.jp/ 現代社会学部（現代社会学科） 加点 40-69 40以上70未満（2点）、70以上（3点）
70

石川県 国立 金沢大学 www.kanazawa-u.ac.jp/ 人間社会学域（人文学類、経済学類）
理工学域（数物科学類、物質化学類、地球社会
基盤学類）
医薬保健学域（保健学類 看護学専攻/作業療
法学専攻）

得点換算 45
68

2018年度利用内容
［人文学類及び保健学類（看護学専攻）は前期日程・後期日程ともに利
用、数物科学類、物質化学類及び地球社会基盤学類は後期日程のみ
利用、経済学類及び保健学類（作業療法学専攻）は後期日程の実施
なし］
大学入試センター試験の「英語」について、外部試験のスコアの提出を
認め、45-67の場合は、大学入試センター試験の「英語」の得点の80％
から100％の得点を、外部試験のスコアに応じて与える。68以上の場合
は、大学入試センター試験の「英語」の100％の得点を与える。ただし、
大学入試センター試験の「英語」の得点と比較して高得点の方を利用。
外部試験のスコアを提出する場合であっても、大学入試センター試験
における「英語」を受験する必要がある。

人間社会学域（学校教育学類） 得点換算 45
68

2018年度利用内容
［後期日程の実施なし］
大学入試センター試験の「英語」について、外部試験のスコアの提出を
認め、45-67の場合は、大学入試センター試験の「英語」の得点の80％
から100％の得点を、外部試験のスコアに応じて与える。68以上の場合
は、大学入試センター試験の「英語」の100％の得点を与える。ただし、
大学入試センター試験の「英語」の得点と比較して高得点の方を利用。
外部試験のスコアを提出する場合であっても、大学入試センター試験
における「英語」を受験する必要がある。

人間社会学域（地域創造学類）
医薬保健学域（保健学類 放射線技術科学専攻
/理学療法学専攻）

得点換算 45
68

2018年度利用内容
［地域創造学類及び保健学類（放射線技術科学専攻）は前期日程、後
期日程とも利用、保健学類（理学療法学専攻）は後期日程の実施なし］
大学入試センター試験の「英語」について、外部試験のスコアの提出を
認め、45-67の場合は、大学入試センター試験の「英語」の得点の80％
から100％の得点を、外部試験のスコアに応じて与える。68以上の場合
は、大学入試センター試験の「英語」の100％の得点を与える。ただし、
大学入試センター試験の「英語」の得点と比較して高得点の方を利用。
外部試験のスコアを提出する場合であっても、大学入試センター試験
における「英語」を受験する必要がある。

人間社会学域（国際学類）
医薬保健学域（保健学類 検査技術科学専攻）

得点換算 45
68

2018年度利用内容
［前期日程、後期日程とも利用］
大学入試センター試験の「英語」について、外部試験のスコアの提出を
認め、45-67の場合は、大学入試センター試験の「英語」の得点の80％
から100％の得点を、外部試験のスコアに応じて与える。68以上の場合
は、大学入試センター試験の「英語」の100％の得点を与える。ただし、
大学入試センター試験の「英語」の得点と比較して高得点の方を利用。
外部試験のスコアを提出する場合であっても、大学入試センター試験
における「英語」を受験する必要がある。

私立 金沢星稜大学 www.seiryo-u.ac.jp/ 人文学部（国際文化学科） 加点 40 加点（40点）。
北陸大学 www.hokuriku-u.ac.jp/ 経済経営学部（マネジメント学科）

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）

加点 30
40

30以上（10点）、40以上（20点）

福井県 国立 福井大学 www.u-fukui.ac.jp/ 国際地域学部（国際地域学科） 得点換算 100 100以上の者は、大学入試センター試験の外国語の得点を満点（200
点）とする。

山梨県 私立 身延山大学 www.min.jp/ 仏教学部（仏教学科） その他 ― 面接審査等の総合評価に加味。
山梨学院大学 www.ygu.ac.jp/index.php 国際リベラルアーツ学部 合否判定の一部 ―

長野県 私立 松本歯科大学 www.mdu.ac.jp/ 歯学部（歯学科） 加点 42
72

愛知県 私立 金城学院大学 www.kinjo-u.ac.jp/ 全学部（全学科） 試験免除 42-71
72

一般入試（前期）［英語外部試験利用型］
42-71（80点）、72以上（満点（100点））として英語の得点に換算。

中京大学 www.chukyo-u.ac.jp/ 全学部（学科・専攻） 試験免除 61 A方式3教科型のみ（国際英語学部を除く全学部）
英語のテストを100点満点として換算。

名古屋外国語大学 www.nufs.ac.jp/ 全学部（全学科） 加点 72 前期プラスセンター方式含む
加点（20点）

名古屋商科大学 www.nucba.ac.jp/ 全学部（全学科） 試験免除 42 英語試験免除者の得点換算（英語試験の上位10%の平均点×0.9）

英語外部試験利用入試

試験科目「英語」の得点に換算。
42以上（80点）、57以上（90点）、72以上（100点)

外国語（配点200点）の得点を満点に換算。満点換算が認められた受
験生は、入試当日3時限「外国語」の試験のみ免除する（「外国語」を受
験することはできない）。
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 大学の一般入試におけるTOEFL iBT®テスト活用状況(都道府県-区分-大学名50音順）

備考
基準

スコア
都道
府県

大学名 学部・学科区分 利用方法URL

愛知県 私立 南山大学 www.nanzan-u.ac.jp/ 人文学部（全学科）
外国語学部（英米学科、スペイン・ラテンアメリ
カ学科、フランス学科、ドイツ学科、アジア学科）
経済学部（経済学科）
経営学部（経営学科）
法学部（法律学科）
総合政策学部（総合政策学科）
理工学部（全学科）
国際教養学部（国際教養学科）

試験免除 92 全学統一入試［個別学力試験型］で採用（各技能18以上）。

三重県 私立 皇學館大学 www.kogakkan-u.ac.jp/ 全学部（全学科） 得点換算 57 57以上は100点と換算。
四日市大学 www.yokkaichi-u.ac.jp/ 全学部（全学科） 参考程度 ―

京都府 私立 京都外国語大学 www.kufs.ac.jp/ 国際貢献学部（グローバルスタディーズ学科） 出願要件 61
外国語学部（英米語学科）
国際貢献学部（グローバル観光学科）

出願要件 53

外国語学部（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、イタリア語学科、日本語学科）

出願要件 40

京都精華大学 www.kyoto-seika.ac.jp/ 全学部（全学科） 試験免除 72 一般入試中期日程において、基準スコアが72にて、①「英語」の試験科
目の受験が免除され、②「英語」の得点が100点（みなし満点）となる。

京都ノートルダム女子大学 www.notredame.ac.jp/ 全学部（全学科） 加点 42 42以上は満点の10％加点。
京都文教大学 www.kbu.ac.jp/kbu/ 全学部（全学科） 試験免除 42-71

72-94
95

42-71（80点）、72-94（90点）、95以上（100点）と換算。

花園大学 www.hanazono.ac.jp 全学部（全学科） 得点換算 ― C日程（総合評価型）で利用。基準スコアは設定していない。

立命館大学 www.ritsumei.ac.jp/ 出願要件 61 IR方式(英語資格試験利用型)
得点換算 61-70

71-120
61-70（90点）、71-120（100点）に換算。

大阪府 国立 大阪教育大学 osaka-kyoiku.ac.jp/ 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/中等教育専攻 英語教育
コース）

加点 65
80

65以上（30点）、80以上（50点）を大学入試センター試験の得点の合計
点が満点に達するまで加点。

教育学部（教育協働学科 グローバル教育専攻
英語コミュニケーションコース）

加点 55
60
65
80

55以上（10点）、60以上（20点）、65以上（30点）、80以上（100点）を大学
入試センター試験と個別学力検査「外国語」の得点の合計点が満点に
達するまで加点。

公立 大阪市立大学 www.osaka-cu.ac.jp/ 経済学部 合否判定の一部 ― 後期日程［ユニーク選抜］
特別活動要覧にTOEFLスコアを記載できる。センター試験、調査書と
合わせ総合的に評価。

私立 大阪経済法科大学 www.keiho-u.ac.jp/ 全学部（全学科） 得点換算 45
55
65

一般前期プラス資格試験
45以上（80点）、55以上（90点）、65以上（100点）に換算。

大阪歯科大学 www.osaka-dent.ac.jp/ 全学部（全学科） 試験免除 55 2018年度利用内容
試験免除の上、得点換算（受験生の最高得点を与える）

関西大学 www.kansai-u.ac.jp/ 文学部（総合人文学科）
経済学部（経済学科）
政策創造学部（政策学科、国際アジア法政策学
科）

出願要件 42

外国語学部（外国語学科） 試験免除 72 72以上で、本試験（英語）を満点（200点）とみなす。
関西外国語大学 www.kansaigaidai.ac.jp/ 英語キャリア学部（英語キャリア学科）

外国語学部（英米語学科、スペイン語学科）
英語国際学部（英語国際学科）

加点 45
71
100

前期日程（S方式）
45以上（10点）、71以上（15点）、100以上（20点）を加点。

四天王寺大学 www.shitennoji.ac.jp/ibu/ 全学部 得点換算 42
57
72

スコアを本学の試験科目英語の得点として換算。
42（80点）、57（90点）、72（100点）

太成学院大学 www.tgu.ac.jp/ 人間学部（子ども発達学科、健康スポーツ学
科、心理カウンセリング学科）
経営学部（現代ビジネス学科）

加点 32
46

資格点として点数加点
32以上（25点）、46以上（50点）

羽衣国際大学 www.hagoromo.ac.jp/ 現代社会学部（現代社会学科、放送・メディア映
像学科）

出願要件 46 グローバルチャレンジプログラム

梅花女子大学 www.baika.ac.jp/ 全学部（全学科） 得点換算 42-71
72

一般入試Ⅰ期及びⅡ期において、本学の指定する外部検定試験のス
コア・資格を試験教科「外国語」のみなし得点に換算。外部検定試験の
スコア・資格を利用する場合は、「外国語」の試験を受験する必要はな
いが、受験した場合は得点の高い方を合否判定に利用。
42-71（80点）、72以上（100点）に換算。

桃山学院大学 www.andrew.ac.jp/ 全学部（全学科） 試験免除 42-71
72

42-71（90点）、72以上（100点）に換算。

桃山学院教育大学 www.andrew-edu.ac.jp/ 教育学部（教育学科） 試験免除 42-71
72

42-71（90点）、72以上（100点）に換算。

兵庫県 公立 兵庫県立大学 www.u-hyogo.ac.jp/ 国際商経学部（経済学コース、経営学コース） 試験免除 42
72
95

一般入試後期のみ
CEFRの基準により得点換算。

国際商経学部（グローバルビジネスコース） 出願要件 42
試験免除 42

72
95

私立 大手前大学 www.otemae.ac.jp/ 全学部 試験免除 42 指定のスコアを取得した者は、本学実施の「英語」を100点にする。
英語特待生を希望する者は、本学実施の英語試験の受験が必要

関西国際大学 www.kuins.ac.jp/ 全学部 得点換算 ―
神戸海星女子学院大学 www.kaisei.ac.jp/ 現代人間学部（全学科） 試験免除 42-45

46-49
50

一般前期B日程のみ
みなし得点
42-45(80点)、46-49(90点)、50以上(100点)

神戸女学院大学 www.kobe-c.ac.jp/ 文学部（英文学科） 試験免除 38
46
51
55
78

38（60点）、46（65点）、51（75点）、55（85点）、78（95点）に換算。

神戸親和女子大学 www.kobe-shinwa.ac.jp/ 全学部（全学科） 加点 42
72

42-71（20点）、72以上（30点）として換算。
EQ型とは、一般入試に加えて、対象の英語外部試験の成績に応じて
加点を行う試験型

奈良県 私立 奈良大学 www.nara-u.ac.jp/ 社会学部（全学科） 加点 42
72

一般S・A日程：42以上（50点）、72以上（60点）を加点。
一般B日程：42以上（35点）、72以上（40点）を加点。
一般C日程：42以上（17点）、72点以上（20点）を加点。

岡山県 私立 吉備国際大学 kiui.jp/ 全学部（全学科） 参考程度 ―
山陽学園大学 www.sguc.ac.jp/ 総合人間学部（生活心理学科、言語文化学科） 資格特待生採用※ 42

72
95

※資格特待生について、スコアに応じて授業料免除等の特典を付与。
42以上(授業料半額免除)、72以上（授業料全額免除)

広島県 国立 広島大学 www.hiroshima-u.ac.jp/ 全学部（全学科） 得点換算 72 大学入試センター試験の外国語（英語）の得点を満点とみなす。ただ
し、大学入試センター試験の外国語「英語（【筆記】及び【リスニング】）」
を受験していること。

私立 エリザベト音楽大学 www.eum.ac.jp/ 全学部（全学科） 試験免除 40
広島国際学院大学 www.hkg.ac.jp/ 工学部（生産工学科）

情報文化学部（情報デザイン学科、現代社会学
科）

試験免除 40
61
72

40-60（80点）、61-71（90点）、72以上（100点）に換算。

私立 広島修道大学 www.shudo-u.ac.jp/ 全学部（全学科） 加点 30
40

一般前期C日程
30以上（5点）、40以上（10点）加点。

広島女学院大学 www.hju.ac.jp/ 人文学部（国際英語学科） 加点 30
45

試験免除 72

CEFRの基準により得点換算。

30以上（5点）、45以上（10点）を加点。72以上は満点に換算し、英語試
験を免除。

国際関係学部（国際関係学科 国際関係学専
攻、グローバルスタディーズ専攻）

一般入学試験A日程語学検定型、C日程語学検定型
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備考
基準

スコア
都道
府県

大学名 学部・学科区分 利用方法URL

山口県 国立 山口大学 www.yamaguchi-u.ac.jp/ 国際総合科学部（国際総合科学科） 加点 45
65
80

前期日程試験において、45以上（10点）、65以上（20点）、80以上（30
点）を加点。
後期日程試験において、45以上（20点）、65以上（40点）、80以上（60
点）を加点。

私立 至誠館大学 www.shiseikan.ac.jp/ ライフデザイン学部（ライフデザイン学科） その他 ― 調査書記載事項を判定の資料とする。
梅光学院大学 www.baiko.ac.jp/university/ 全学部（全学科） 試験免除 45 一般入試D日程 英語免除制度

香川県 私立 高松大学 www.takamatsu-u.ac.jp/ 全学部（全学科） 自己PR ―
福岡県 国立 九州大学 www.kyushu-u.ac.jp/ 共創学部 みなし得点 60

70
80

希望者に対して英語能力試験の成績の提出を認め、提出された成績
を以下の「みなし基準」にしたがって与えられる「みなし得点」と、セン
ター試験の「英語」の得点を比較して高い方の得点を査定の対象とす
る。
（みなし基準）
60-69（200点）、70-79（225点）、80以上（250点）

九州工業大学 www.kyutech.ac.jp/ 工学部 加点 25
42
72
95

大学入試センター試験の「外国語」を「英語」で受験している場合、大学
入試センター試験の「外国語」の得点に対し、下記の点数を加点。
前期：25（2点）、42（4点）、72（16点）、95（30点）
後期：25（1点）、42（2点）、72（8点）、95（15点）
ただし、加点後の「外国語」の得点が「外国語」の配点（前期200点、後
期100点）を超える場合は、「外国語」の配点を上限とする。

情報工学部 点数置き換え 20
25
30
35
40
45

大学入試センター試験の「外国語」を「英語」で受験し、かつ、「英語」リ
スニングを受験している場合、大学入試センター試験の「英語」リスニ
ングの得点（素点50点満点）と、換算点数［20（25点）、25（30点）、30
（35点）、35（40点）、40（45点）、45（50点）］を比較し、換算点数が高い
場合、その換算点に置き換える。

私立 西南学院大学 www.seinan-gu.ac.jp/ 神学部（神学科）
文学部（英文学科、外国語学科 英語専攻/フラ
ンス語専攻）
商学部（商学科、経営学科）
経済学部（経済学科、国際経済学科）
法学部（法律学科、国際関係法学科）
人間科学部（児童教育学科、社会福祉学科、心
理学科）
国際文化学部（国際文化学科）

特別選考 61

日本経済大学 www.jue.ac.jp/ 全学部（全学科） 合否判定の一部 ―
佐賀県 国立 佐賀大学 www.saga-u.ac.jp/ 全学部（全学科） 得点換算 45-51

52-60
61

大学入試センター試験（英語）の得点に換算し、大学入試センター試験
の成績とみなして合否判定に使用。センター試験の得点が換算点より
高い場合はセンター試験の得点を採用。
45-51（センター試験得点率70％）、52-60（センター試験得点率80％）、
61以上（センター試験得点率90％）

長崎県 国立 長崎大学 www.nagasaki-u.ac.jp/ 多文化社会学部
教育学部（小学校教育コース、中学校教育コー
ス英語専攻、幼稚園教育コース、特別支援教育
コース）
経済学部

その他 61 （多文化社会学部）出願時に申請した者は、大学入試センター試験の
外国語の得点を満点として取り扱い第1段階選抜の合格者とする。

私立 長崎国際大学 www1.niu.ac.jp/ 全学部（全学科） 得点換算 52
80

52以上80未満（入試の85点）、80以上（入試の98点）に換算。ただし、
本学で実施する「英語」の試験も受験し、その上で、得点を比較して、
高得点のものを合否判定に採用。

熊本県 私立 崇城大学 www.sojo-u.ac.jp/ 工学部（宇宙航空システム工学科 航空操縦学
専攻）

出願要件 32

大分県 私立 別府大学 www.beppu-u.ac.jp/ 国際経営学部（国際経営学科） 試験免除 37 C日程のみ（小論文免除）
立命館アジア太平洋大学 www.apu.ac.jp/ 全学部 試験免除 72 2018年度利用内容

出願時に当該証明書（コピー）を提出した者については、大学入試セン
ター試験における「外国語」の科目を満点として換算し、合否判定。

宮崎県 国立 宮崎大学 www.miyazaki-u.ac.jp/ 工学部（全学科） 試験免除 38 38以上であれば個別学力検査（英語）を免除。
地域資源創成学部（地域資源創成学科） 加点 73

80
73以上80未満（20点）、80以上（30点）、個別学力検査（英語）の満点を
上限に加点。

私立 宮崎国際大学 www.mic.ac.jp/ 全学部（全学科） 試験免除 52 英語の学力試験を免除し満点とする。
鹿児島県 国立 鹿児島大学 www.kagoshima-u.ac.jp/ 全学部（全学科） 得点換算 72 大学入試センター試験「外国語」の得点を満点とみなす。ただし、大学

入試センター試験「外国語」を受験していること。
沖縄県 私立 沖縄キリスト教学院大学 www.ocjc.ac.jp/ja/ 人文学部（英語コミュニケーション学科） 自己PR ―
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