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～国際教育交換協議会（CIEE）日本代表部は、2005 年に設立 40 周年を迎えます。～ 
 
このたび私どもCIEEは「40年の実績を礎に、新たな国際教育の時代を築く」というキャッチフレーズのもと、

グローバル社会に対応する新たな国際交流プログラムの内容を創意工夫し充実させていくとともに、英語

教育の支援のために全職員が一丸となり、より一層努力を続けてまいる所存です。2004年秋より1年をか

けて行います40周年記念事業につきまして、ご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。 



 
2004 年 TOEFL®スコア利用実態調査報告書発行にあたって 

    

2004 年 12 月 

 

はじめに 

 

国際教育交換協議会（CIEE）日本代表部は、1981 年より米国の非営利教育団体 Educational Testing 

Service(ETS)の委託を受け、ペーパー版 TOEFL テストの運営、コンピュータテストセンターの運営を行

って参りました。2000 年 10 月からは、特に TOEFL（Test of English as a Foreign language）の日本事務

局として、同テストを活用される大学、高等学校、教育関連機関の関係者および受験者に向けての情

報提供とその普及活動に努めております。また、団体向け TOEFL テストプログラム（TOEFL-ITP）の普

及にも力を注ぎ、現在では日本で年間約 13 万 5000 名が利用しています。 

 

この報告書は、英語運用能力試験の TOEFL テストが日本国内でどのように利用されているかを調査

するために、CIEE が全国の大学・短期大学・全国都道府県教育委員会及び政令指定都市教育委員

会を対象にアンケートを実施して、調査結果をまとめたものです。1999 年、2001年実施した調査の第3

弾となり、2004 年の調査では新設された法科大学院も調査の対象といたしました。調査内容は、四年

制大学・短期大学及び法科大学院に関しては、入学試験や単位認定など TOEFL スコアが学内でい

かに活用されているかの実態、また各教育委員会と政令指定都市教育委員会に関しては、英語教員

採用選考時における TOEFL スコア所有者への判定基準・優遇などとなっております。 

 

長年、TOEFL テストは米国をはじめとした英語圏の大学への留学を希望する英語を母国語としない学

生の英語運用能力を測るテストとして認知されてまいりましたが、近年では世界各国の 4,400 以上の機

関で様々な用途で採用され、受験者数も全世界で 80 万人にのぼります。このことは日本国内におい

ても顕著であり、毎回の調査で幅広い活用・導入事例が増加傾向にありましたが、本年の調査によりそ

の実態が更に明らかになりました。TOEFL テストは 2005 年 9 月には実践的な英語運用能力を測るテ

ストに進化するべく Speaking セクションを加えた「次世代 TOEFL テスト（Next Generation TOEFL）」が

導入される予定であり、「真の英語力」を測る国際基準のテストとして今後一層の活用が予測されます。

この新しい TOEFL テストが変革を遂げる英語教育に一石を投じ、前向きな変化を与えるものとなること

を心より期待しております。 

 

最後になりましたが、ご多忙中にもかかわらず多くの方々にご協力いただいた結果、本調査は回答率 

約 80％という精度の高いものとなりました。関係各位の皆様にはこの場をお借りして厚く御礼申し上げ

ます。なお、各評価基準等の詳細につきましては、必ず各団体・機関へお問い合わせくださいますよう

お願い申し上げます。この報告書が微力ながら皆様のお役に立てると幸いに存じます。 

 

 国際教育交換協議会（CIEE）日本代表部 

TOEFL 事業部 

部長 高田 幸詩朗 



 

  この資料は、調査内容を元に協議会でまとめたものです。 

詳細は、必ず各大学・機関へお問合わせください。 
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1. 本調査概要 
◆目的： 日本国内の高等教育機関で、TOEFL スコアがどのように捉えられ、 

教育現場においてどのように活用されているかの実態を正しく把握する。 

◆対象： 日本全国の国立、公立、私立大学、法科大学院及び都道府県及び政令指定都市教育委員会 

◆方法： 郵便、Fax による調査アンケート送付。回答は Fax または郵送による。 

 （一部電話回答を含む） 

◆期間： 2004 年 6 月～2004 年 9 月 

■発送件数  814 件  （大学：687 校、法科大学院：68 校、教育委員会：59 件） 

■回答数    616 件  （2004 年 10 月 15 日現在）  

（大学：524 校、法科大学院：46 校、教育委員会：46 件） 

■回答率    全体 75.7% （大学：76.3%、法科大学院：67.6%、教育委員会：78.0%） 

 

（短期大学調査） 

◆目的： 日本国内の短期大学においての TOEFL スコアの利用状況、およびどのように活用されて

いるかの実態を正しく把握する。 

◆対象： 日本全国の国立、公立、私立短期大学 

◆方法： 郵便、Fax による調査アンケート送付。回答は Fax または郵送による。 

 （一部電話回答を含む） 

◆期間： 2004 年 6 月～2004 年 9 月  

 

■発送件数  478 件   

■回答数   132 件   

■回答率   27.6％ 

 

2. 2004 年大学及び法科大学院におけるTOEFLスコア利用状況 
2-1 概要 

 
回答件数： 合計 570 校 

（内訳）： 大学―  国立  (67)  

                公立  (53) 

             私立  (404) 

      法科大学院―  (46) 
 
 
2-2 大学及び法科大学院における利用状況 
利用      ・・・312 校  （国立 57、公立 20、  私立 195、法科大学院 40） 

検討中    ・・・ 15 校  （国立 0、公立  1、  私立 12、 法科大学院  2） 

以前利用していたがやめた ・・・  8 校  （国立 1、公立 0、  私立   7、 法科大学院  0） 

利用なし   ・・・235 校  （国立 9、公立 32、 私立  190、法科大学院  4） 

 

 

ＴＯＥＦＬスコア利用状況（大学・法科大学院）
 【図１】
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本報告書から、2004 年の大学及び法科大学院における TOEFL スコアの利用は、大学では 272 校、法科

大学院では 40 校で合計 312 校（全体の 55%）にものぼることが判った。(【図 1】参照) 「利用している」と

いう回答のうち大学・法科大学院を個別に見てみると、大学では半数以上の 52％が(【図 2】参照)、法科大

学院では全体の約 9 割にあたる 87％(【図 3】参照)が TOEFL スコアを利用していることがわかった。「検討

中」も含めると約 6 割の大学及び法科大学院が TOEFL テストを利用していることになる。 

1999 年度、2001 年度調査と比較して顕著な変化としては、利用内容が多様化してきている点があげられ

る。特に近年増加している各校での海外プログラムにおいて、109 校もの高等教育機関が選考基準や条

件に TOEFL スコアを利用している状況は、過去には見られかったことである。これは教育機関において

TOEFL スコアが英語能力を測定する試験としてさらに認識されてきたことを示すと同時に、これにより今後

TOEFL テストの取得スコアがますます多様な用途に利用されることが予想される。 

 

 
 
 
 
 
 
 

2004 年に全国に設置され、今回新たに実施した法科大学院に対する同内容の調査からは、全体の約 9

割を占める 40 校が TOEFL スコアを利用していることが判った。法科大学院では、英語で授業が行われる

こともあり、英語能力を客観的に判断できるという点でも TOEFL スコアが特に法科大学院の入試時の優遇

措置として多く利用されていることがうかがえる。この傾向は今後も法科大学院で増加していくと思われる。 
 
2-3 大学及び法科大学院における利用目的 

 
入試時   ・・・215 校 （国立 37、公立 12、私立 127、法科大学院 39） 

単位認定   ・・・138 校 （国立 32、公立 11、私立 94、 法科大学院  1） 

海外派遣プログラムの選考等 ・・・109 校 （国立 18、公立 6、 私立 83、 法科大学院  2） 

クラス分け  ・・・ 14 校 

その他   ・・・ 12 校 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用目的として最も多いのは「入試時」であり、全体の 45%を占める。次いで「単位認定」(28%)、「海外派

遣プログラムの選考等」(22%)となる。入試と単位認定については以下さらに分析を試みた。 

TOEFL利用目的（大学・法科大学院） 【図4】
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2-3-1 大学及び法科大学院における入試でのTOEFLスコア利用 

 
1. 語学試験の免除等含む優遇措置 ・・・111 校  （国立 11、 公立 5、  私立 73、法科大学院 22） 

2. 出願資格の一部  ・・・104 校  （国立 37、 公立 7、 私立 55、 法科大学院 5） 

3. 考慮・参考     ・・・ 29 校 （国立 0、  公立 0、 私立 14、 法科大学院 15） 

4. その他       ・・・  1 校 

5. 利用方法無回答  ・・・ 11 校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 年は、大学では 176 校、法科大学院では 39 校が TOEFL スコアを入試に利用しているという結果が

得られた。これは過去の 1999 年度、2001 年度の調査と比較すると最大の数字となり、確実に増加傾向が

見られる。特に顕著な点は、TOEFL のスコアを「出願資格の一部として」利用する学校が 104 校と、2001

年度に引き続き更に多くを占めるようになったことである。また、優遇措置の内容も、一部試験の免除や

TOEFL の点数に応じた加点形式など様々であり、いずれも TOEFL テストが世界基準の英語能力を測定

する試験として重要視されていることを示している。さらに、法科大学院入試での高い利用率も特筆すべき

ことである。高校生による TOEFL テスト受験も増加していると考えられることから、大学入学時における

TOEFL の取得スコアを考慮する傾向は、今後更に増加すると考えられる。 

 

【国立大学】 

都道府県 大学名 学部 入試形態 待遇 CBT PBT

北海道大学 
教育・法・経済・理・医・歯・薬・

工・農・獣医・水産学部 
私費外国人留学生入試 出願資格の一部（義務）   

室蘭工業大学 工学部：全学科 私費外国人留学生入試  97 400

アントレプレナーシップ専攻 出願資格の一部（義務）   

北海道 

小樽商科大学 
現代商学専攻 

院入試 
語学試験の免除   

宮城 東北大学 工学部 AO 入試 出願の一部（優遇） 213 550

茨城大学 工学部：情報工学科 専門高校推薦 出願の要件 221 560
茨城 

筑波大学 全学群：全学類 私費外国人留学生入試 出願資格の一部（義務）   

法経学部 推薦入試 出願の一部（優遇）  550
千葉 千葉大学 

教育学部・理学部 私費外国人留学生入試 出願資格の一部（義務）   

入試におけるTOEFL利用（大学・法科大学院）【図5】
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都道府県 大学名 学部 入試形態 待遇 CBT PBT

東京工業大学 

理工学研究科・総合理工学

研究科・情報理工学研究科・

社会理工学研究科 

院入試 
出願資格の一部（義務） 

語学試験の免除 
  

電気通信学部 私費外国人留学生入試 出願資格の一部（義務）   

大学院電気通信学研究科 語学試験の免除 213 550

東京 

電気通信大学 

大学院情報システム学研究科
院入試 英語の試験の得点に換算 

（150 点満点の 90～150 点）

173～

253 

500～

600

山梨 山梨大学 

教育人間科学部・ 

工学部：機械システム工学科、

コンピュータ、メディア工学科、

循環システム工学科 

私費外国人留学生入試 出願資格の一部（義務）   

長野 信州大学 医学部：医学科 私費外国人留学生入試 出願資格の一部 200 540

愛知 名古屋工業大学 第 1 部全学科 私費外国人留学生入試 出願資格の一部（義務）   

滋賀 滋賀大学 教育学部 私費外国人留学生入試 出願資格の一部（義務）   

経済・薬・農学部   
京都 京都大学 

工学部 
私費外国人留学生入試 出願資格の一部（義務） 

173 500

工学部 
外国学校出身者 

（帰国子女）特別選抜
   

文学部：人間科学部 140 460

法学部 
出願資格の一部（義務） 

173 500

経済学部・医学部：医学科・

薬学部・工学部・基礎工学部

私費外国人留学生入試
TOEFL 受験が出願資格 

となる 
  

情報科学・生命機能研究科   

大阪大学 

経済・国際公共政策研究科
大学院入試 語学試験の免除 

230 570
大阪 

大阪教育大学 

教育学部：教員養成課程（総合

認識系、技術家庭専攻を除く）・

教養学科（数理科学専攻、 

スポーツコース、芸術学コース）

私費外国人留学生入試 出願資格の一部（義務）   

経営学部 

帰国子女特別選抜  

第 3 年次編入学試験 

（平成 17 年度入試より実施）

出願資格の一部（義務） 

TOEFL の受験をもって英語

の試験に代える 

  

兵庫 神戸大学 

経営学研究科 

院入試（前期課程一般 

入試、後期課程入試） 

（平成 17 年度より実施）

語学試験の免除 230 570

奈良 奈良女子大学 
理学部：情報科学科・ 

生活環境学部 
私費外国人留学生入試 出願資格の一部（義務）   
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都道府県 大学名 学部 入試形態 待遇 CBT PBT

岡山 岡山大学 
経済学部：経済学科・ 

工学部：全学科 
私費外国人留学生入試 出願資格の一部（義務）   

広島 広島大学 全学部（法学部を除く） 私費外国人留学生入試 出願資格の一部（義務）   

山口 山口大学 経済学部 

私費外国人留学生入試・

帰国子女特別選抜、 

社会人特別選抜 

出願資格の一部（義務） 120 435

医学部：医学科  213 550

徳島 徳島大学 医学部：保健学科：看護学専攻・

歯学部：歯学科・工学部 

私費外国人留学生入試
出願資格の一部（義務）   

愛媛 愛媛大学 

教育学部：情報文化課程 

国際理解教育コース・ 

医学部：医学科、看護学科 

私費外国人留学生入試 出願資格の一部（義務）   

福岡教育大学 一部の学科のみ 私費外国人留学生入試 出願資格の一部（義務）   
福岡 

九州大学 全学部 私費外国人留学生入試 出願資格の一部（義務）   

佐賀 佐賀大学 
文化教育学部・理工学部・ 

農学部 
私費外国人留学生入試

出願資格の一部（義務） 

語学力判定のため 
○  

全学部 私費外国人留学生入試 出願資格の一部（義務）   
鹿児島 鹿児島大学 

水産 院入試    

       

【公立大学】      

都道府県 大学名 学部 入試形態 待遇 CBT PBT

北海道 札幌医科大学 医学部 私費外国人留学生入試 出願資格の一部（義務）   

一般入試 語学試験の免除（満点換算） 197 530

AO 入試 173 500秋田 国際教養大学 国際教養学部 

推薦入試 
出願資格の一部（義務） 

133 450

法学部 AO 入試・指定校推薦 出願資格の一部（義務） 140 460
東京 東京都立大学 

経済学部 私費外国人留学生入試 語学試験の免除   

神奈川 横浜市立大学 
国際総合科学部 

（国際総合科学科）改組届出中

私費外国人留学生入試

海外帰国生入試 
出願の一部（優遇） 113 423

富山 富山県立大学 
工学部：機械システム工学科、

電子情報工学科 
私費外国人留学生入試

TOEFL 等の英語圏留学用の試験を 

受験しておくことが望ましい 

環境科学部：環境生態学科、

環境計画学科、 

環境社会計画専攻 

私費外国人留学生入試    

滋賀 滋賀県立大学 

環境科学研究科・環境計画学

専攻-地域環境経営コース
院入試  150 480
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都道府県 大学名 学部 入試形態 待遇 CBT PBT

神戸市外国語大学 
英米・ロシア・中国・イスパニア

国際関係学部 
私費外国人留学生入試 出願資格の一部（義務）   

兵庫 

兵庫県立大学 環境人間学部 一般入試    

広島 県立広島女子大学 国際文化学部 私費外国人留学生入試 

語学試験の免除 

【平成 16 年度は実施。 

17 年度は予定なし】 

  

       

【匿名で調査にご協力いただいた大学】 *各ページの A、B、C などの大学名は一致するものではありません。 

大学名 学部 入試形態 待遇 CBT PBT

A 大学 全学部 私費外国人留学生入試 出願資格の一部（義務）   

B 大学 経済学部：経営学類 学校長推薦入試 
出願資格の一部（義務） 

【平成 17 年度より利用開始】
150 470

C 大学 医学部：医学科 3 年次学士編入学試験 出願資格の一部（義務）   

D 大学 文化学部：文化学科 私費外国人留学生入試 出願資格の一部（義務） 133 450

看護学科 130 450
E 大学 

栄養健康学科 
私費外国人留学生入試 出願資格の一部（義務） 

97 400

F 大学 
工学部：全学科・ 

農学部：農業環境学科 
私費外国人留学生入試

出願資格の一部（義務） 

語学試験の免除 
  

G 大学 
薬学部・食品栄養科学部・

経営情報学部 
私費外国人留学生入試 出願資格の一部（義務）   

農学部：食料生産科学科・

応用生命科学科 
  

H 大学 

理学部 

私費外国人留学生入試 出願資格の一部（義務） 

○ ○

 

【大学名のみ公表の形でご協力いただいた大学】 

東京    東京大学 

東京    お茶の水女子大学 

和歌山   和歌山大学 

福岡    九州工業大学 
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【私立大学】      

都道府県 大学名 学部 入試形態 待遇 CBT PBT

札幌学院大学 全学部：全学科 推薦入試公募制 A
課外活動点（10 点満点） 

の中で評価 
  

北海道 

北海道浅井学園大学 生涯学習システム学部 自己推薦入試 

出願資格の一部 

(特筆すべき資格・能力の 

一つとして） 

  

青森 弘前学院大学 
文学部：英語英米文学科・

日本語日本文学科 
資格活用推薦 総合点数の得点に加点 90 390

宮城 宮城学院女子大学 英文学科 

TOEIC 編入学試験

(TOEFL の点数を代わ

りに用いても出願可能)

出願資格の一部（義務） 121  

群馬 高崎商科大学 
流通情報学部： 

流通情報学科 
資格特待生制度 

初年度学納金及び 

2.3.4 年次の授業料減免 
123 450

茨城 流通経済大学 全学部:全学科 公募制推薦入試 出願資格の一部  400

経済学部 110 420

国際関係学部： 

国際関係学科、 

国際報道学科 

157 480

東京国際大学 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・

人間社会学部： 

社会文化学科・ 

福祉心理学科 

資格者推薦入試 出願資格の一部（義務） 

150 470

駿河台大学 全学部 公募制推薦入試 出願の一部(配慮) 110 420

ドイツ語学科・ 

フランス語学科・ 

経済学科・経営学科 

157 480

英語学科 

190(A)

157～

189(B)

520(A)

480～

519(B)

獨協大学 

言語文化学科 

公募制推薦入試 出願資格の一部（義務） 

173 500

国際学部 自己推薦入試 

埼玉 

文教大学 
文学部：英米語英米文学科・

国際学部 

一般入試 

（B 日程入試・方式 2)

出願資格の一部（義務） 123 440

東京 学習院大学 経済学部 海外帰国入試 出願資格の一部（義務） 213 550
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都道府県 大学名 学部 入試形態 待遇 CBT PBT

工学院大学 
第一部工学部： 

電気工学科 

資格アドバンテージ

推薦入試 

出願資格の一部（義務） 

スコアを点数化し、加点 

（最大 50 点） 

130 447

AO 入試 出願資格の一部（義務）   

教養学部 

外国の制度による 

教育を継続して 2 年以上

受けた方を対象とする

9 月入学（書類選考）

出願書類の一つとして請求   国際基督教大学 

大学院 院入試 出願資格の一部（義務）   

仏教学部：全学科 117 430

文学部：国文学科、 

英米文学科、歴史学科 
  駒澤大学 

経済学部・全学科 

一般推薦入試 出願資格の一部（義務） 

133 450

成蹊大学 経済学部・文学部 AO 入試 語学試験の免除 150 470

聖心女子大学 文学部 帰国子女入試     

清泉女子大学 文学部：英語英文学科 私費外国人留学生入試 出願資格の一部（義務） 110 430

経済学部：国際経済学科 
英語資格取得者 

推薦入試 
出願資格の一部（義務） 157 480

商学部：商業学科、会計学科 公募制推薦入試 資格に応じて加点   
専修大学 

文学部：英語英米文学科 外国人留学生入試 出願資格の一部（義務） 110 420

高千穂大学 商・経営学部 AO 入試   133  

多摩大学 経営情報学部 一般推薦入試 
出願の一部 

（優遇、加点） 
 420

一般入試  

AO 入試 帝京大学 経済・法・文・理工学部 

推薦入試（学校推薦）

合否判定の際に考慮 133 450

東京家政大学 文学部：英語英文学科 英語等資格推薦   133 450

東京家政学院大学 
家政学部：家政学科 

管理栄養士専攻 
AO 入試 出願の一部（優遇）  450

東京女子大学 全学部：全学科 
AO 入試 

（帰国子女対象） 
出願資格の一部（義務）   

日本女子大学 文学部：英文学科 
自己推薦入試/ 

社会人入試 
出願資格の一部（義務） 180 510

経済学部：経済学科、 

産業経営学科 
自己推薦入試 出願資格の一部（義務） 157 480

東京 

日本大学 
経済学部：経済学・ 

産業経営学科、第二経済学科
 一般入試  語学試験の免除 173 500
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都道府県 大学名 学部 入試形態 待遇 CBT PBT

工学部:全学科 自己推薦入試 判定優遇   

日本大学 生物資源科学部 

（獣医を除く全学科） 

一般推薦（公募制）

入試の技能推薦 
出願資格の一部（義務）   

国際文化学部 自己推薦入試 190 520

文学部 
出願資格の一部（義務） 

97 400法政大学 

法学部 

私費外国人留学生入試

（書類選考方式のみ） 語学試験の免除   

武蔵工業大学 工学部：全学科 AO 入試 参考   

武蔵野大学 
文学部・現代社会学部・ 

人間関係学部 
AO 入試 出願資格の一部 110 420

文学部：英文学科 133 450

文学部：芸術学科 
AO 入試 出願資格の一部（義務） 

173 500

出願資格の一部（義務） 133 450
国際学部：国際学科   

語学試験の免除 173 500

明治学院大学 

文学部：英文学科 私費外国人留学生入試 出願資格の一部（義務） 103 410

明治大学 商学部：商学科 公募制特別入試 出願資格の一部（義務） 140 460

和光大学 経済・経営メディア 公募制推薦入試 出願の一部（優遇）   

政治経済学部 AO 入試   

社会科学部 自己推薦入試   

商学部 173  

東京 

早稲田大学 

社会科学部 
3 年編入学入試 

出願資格の一部（義務） 

173 500

経済学部：貿易学科・ 

外国語学部：英語英文学科
133 450

神奈川大学 

経営学部：国際経営学科 

自己推薦入試 出願資格の一部（義務） 

100 380

関東学院大学 経済学研究科 一般入試  語学試験の免除  550

産能大学   自己推薦入試 出願の一部（優遇）   

湘南工科大学 工学部：全学科 一般入試  
評価の参考程度 

(判定の優遇） 
  

神奈川 

東洋英和女学院 

大学 
全学部：全学科 自己推薦入試 出願資格の一部（義務）   

神田外語大学 
外国語学部： 

国際コミュニケーション学科
自己推薦入試 

470 点程度の英語力を 

有しているのが望ましい 
 470

秀明大学 総合経営学部：全学科 奨学生特別入試   160  

聖徳大学 全学科 一般入試  語学試験の免除 136 456

外国語学部： 

独・中・日語学科 

AO 入試/自己推薦

入試/一般入試 
97 400

外国語学部：英語学科 
AO 入試/自己推薦

入試/一般入試 
133 450

千葉 

麗澤大学 

国際経済学部：全学科 公募推薦  

出願資格の一部（義務） 

110 420
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都道府県 大学名 学部 入試形態 待遇 CBT PBT

麗澤大学 外国語学部：全学科 
帰国子女入試/ 

外国人留学生入試
受験の前提   

東京情報大学 
総合情報学部：環境情報、

情報ビジネス、情報文化学科
公募制推薦入試 出願の一部（優遇） 97 400

商経学部：全学科 一般公募制推薦入試 出願の一部（優遇） 103 410

千葉 

千葉商科大学 
  特待生として選考   173 500

山梨 身延山大学     

出願の一部（優遇） 

面接・書類審査において 

重要視 

  

自己推薦入試     
長野 長野大学 全学部：全学科 

学校推薦入試 加点   

国際関係学研究科 

出願の一部（優遇） 

出願書類として要求 

表記スコア以上の者には 

優遇措置 

213 550
国際大学 

国際経営学研究科 

院入試 

出願資格の一部（義務）   

新潟 

新潟産業大学 人文学部・経済学部 AO 入試 出願の一部（優遇）   

静岡 常葉学園大学 外国語学部 公募制推薦枠 出願資格の一部（義務）   

愛知学院大学 全学部：全学科 公募制推薦入試 出願の一部（優遇） 133 450

公募制推薦入 

（一般推薦） 
140 460

愛知大学 
国際コミュニケーション学部：

言語コミュニケーション学科
社会人入試 

出願資格の一部（義務） 

  

国際英語学部：国際英語学科、

英米文化学科 
133 450

中京大学 

総合政策学部:総合政策学科

一芸一能推薦 出願資格の一部（義務） 

103 413

中部大学 経営情報学研究科 院入試 語学試験の免除 173 500

東邦学園大学 
経営学部： 

地域ビジネス学科 
自己推薦入試 

出願の一部（優遇） 

スコアによってその成果を

評価 

  

豊橋創造大学 経営情報学部 

推薦入試Ａ方式・M 方式

（加算点が出願資格に

もなる） 

調査書に加点   

一般推薦 資格点加算  420

愛知 

名古屋商科大学 全学部 
特色ある生徒を対象と

した推薦試験 
出願資格の一部（義務）  500

中京学院大学 経営学部：経営学科 AO 入試    400
岐阜 

中部学院大学   自己推薦入試 参考   
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都道府県 大学名 学部 入試形態 待遇 CBT PBT

畿央大学 健康科学部 AO 入試 
出願の一部（優遇） 

スコアに応じて加点  
  

奈良 

奈良大学 社会学部 
一般入試/ 

自己推薦入試 
出願の一部（優遇） 97 400

京都学園大学 全学部：全学科 自己推薦入試 出願の一部（優遇）  400

全学部 推薦入学選考（公募） 出願の一部（優遇）  450

京都産業大学 
文化学部 

専門高校・専門学科・

総合学科対象の 

推薦入学選考（公募）

出願資格の一部（義務）  400

京都橘女子大学 文化政策学部 
総合学科・専門学科

推薦入試 

出願の一部（優遇） 

PBT:390～⇒10 点, 

 420～⇒20 点,  

450～⇒25 点,  

480～⇒30 点を加点 

  

学芸学部：英語英文学科 140 460

京都 

同志社女子大学 現代社会学部： 

社会システム学科 

AO 入試 
出願資格の一部 

（義務・優遇）   

全学部：全学科 AO 入試 インタビューの応募資格 
大阪学院大学 

スカラシップのインタビューの応募資格 
157 480

大阪経済法科大学 全学部：全学科 公募制推薦前期 D 方式 スコアに応じて点数化し、加点   

大阪商業大学 全学部：全学科 資格推薦入試 出願資格の一部（義務）  350

留学経験者入試 150 470
大阪女学院大学 国際・英語 

帰国学生入試 
語学試験の免除 

173 500

関西外国語大学 留学生別科 書類審査 出願資格の一部（義務） 213 550

法学部：法律学科、 

政治学科 
社会人入試 語学試験の免除 150 470

文学部  620
程度

商学部 
AO 入試 出願の一部（優遇） 

190 520関西大学 

＿＿＿ 
関西大学 DualDegree

入試 
出願の一部 173 500

四天王寺国際 

仏教大学 

言語文化学科（英語英米文化

専攻、アラビア語アラビア文化

専攻、日本語日本文化専攻）、

仏教学科、社会学科、 

人間福祉学科 

推薦特技入試 

（英語特技、総合特技）

出願の一部（優遇） 

スコアに応じて点数を最高

30 点まで加点 

 340

摂南大学 全学部 自己推薦入試 出願の一部（優遇） 70 356

大阪 

プール学院大学 国際文化学部 一般入試/推薦入試 筆記試験の免除 133  
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都道府県 大学名 学部 入試形態 待遇 CBT PBT

大阪 桃山学院大学 
全学部  

（文、社会、法、経済、経営）
自己推薦入試 点数化して加点   

関西国際大学 人間学部 一般入試  出願の一部（優遇） 97  

社会学部 

英語圏からの

帰国：213 

それ以外：173

総合政策学部 

英語圏からの

帰国：197 

それ以外：173

経済学部 

AO 入試 出願資格の一部（義務） 

  

商学部・経済学部 帰国生徒入試 語学試験の免除 213  

関西学院大学 

言語コミュニケーション研究科 院入試 語学試験の免除 
一般：190 

社会人：230

甲南大学 EBA 総合コース 
EBA 総合コース 

特別入学試験 A 方式
出願資格の一部（義務） 133 450

文学部： 

国際英語メディア学科 
自己推薦入試 語学試験の免除 123  

神戸海星女子学院

大学 文学部：国際英語メディア・

心理こども学科 
一般入試  資格点として換算し加点   

神戸学院大学 全学部：全学科 公募制推薦入試 
点数加算 

（出願資格の一部ではない）
83 380

神戸女子大学 全学部：全学科 自己推薦入試 出願の一部（優遇）  380

兵庫 

武庫川女子大学 英語文化学科 公募制推薦入試 調査書点の一部 120 435

吉備国際大学 
社会学部・社会福祉学部・

政策マネジメント学部 
自己推薦入試 

出願の一部として配慮 

（「各種資格」の一つとして 

提出可） 

  
岡山 

山陽学園大学   一般推薦（公募制） スコアを備考欄に記入   

広島経済大学 経済学部 特別推薦入試 出願資格の一部（義務）  420

商学部：国際商学科・ 

経済科学部：現代経済学科
自己推薦入試 出願資格の一部（義務） 133 450

法学部：国際政治学科   117 430
広島修道大学 

人文学部：英語英文学科 AO 入試 1 次試験(語学)の免除 150 470

公募制推薦入試 97 400

広島 

広島女学院大学 
文学部： 

英米言語文化学科 
DDP(Dual Degree 

Program)入試 

出願資格の一部（義務） 

117 430

山口 梅光学院大学 

文学部：英米文学・ 

国際言語文化学部： 

英米語学 

AO 入試 

自己推薦入試 
出願資格の一部（義務） 122 435
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都道府県 大学名 学部 入試形態 待遇 CBT PBT

栄養科学部：栄養科学科

流通科学部：流通科学科
450

福岡 中村学園大学 

人間発達学部 

推薦入試 

「高校での活動」の中に、 

特に考慮すべき項目として

入れている 

 

 

日本文理大学 全学部：全学科 AO 入試 

出願の一部（優遇） 

ただし事前問い合わせによる

スコア確認等が必要 

 430

自己推薦入試 出願資格の一部（義務） 100  

AO 入試 
活動実績評価の一項目 

として 
133 450

大分 

立命館 

アジア太平洋大学 

アジア太平洋マネジメント

学部・アジア太平洋学部 
私費外国人留学生

入試、帰国生徒入試

出願資格の一部（義務） 

英語基準出願者についてのみ
173 500

推薦入試  450

秋季入試  460出願資格の一部（義務） 

 480
編入学入試 宮崎 宮崎国際大学 比較文化学部 

帰国生徒入試・ 

社会人入試 

語学試験の免除  500

沖縄 
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
推薦入試 推薦事由の一つとして  456

       

【匿名で調査にご協力いただいた大学】 *各ページの A、B、C などの大学名は一致するものではありません。   

大学名 学部 入試形態 待遇 CBT PBT

A 大学 文学部：英文学科 公募制推薦入試 出願資格の一部（義務） 157 480

B 大学 全学部：全学科 推薦入試 
出願の一部（優遇） 

点数化して加点 
  

AO 入試 出願資格の一部   

C 大学 
法学部：法政、 

法ビジネス学科 公募制推薦入試 加算される   

文・総合人間科学・法・ 

経済・外国語・理工学部

自己推薦/大学院入試/

私費外国人留学生入試

/指定校推薦/海外就学

経験者/編入学試験

出願資格の一部（義務） 
学部により

異なる 

比較文化学部 一般入試/自己推薦入試 出願資格の一部（義務） 213 550

D 大学 

大学院の一部の専攻 院入試 語学試験の免除 
専攻により異

なる 

英文学科 指定校推薦入試 
選択される出願条件の一つ

として 
  

E 大学 

情報数理科学科 自己推薦入試 出願資格の一部（義務）   
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大学名 学部 入試形態 待遇 CBT PBT

F 大学 

経済学部：経済学科、ビジ

ネスコミュニケーション学科、

現代マネジメント学科 

専門高校・総合学科

推薦/一般推薦 

書類審査において 

加点する 
  

経営学部 AO 入試/一般公募推薦 出願資格の一部（義務） 117 430

G 大学 人文学部： 

英語英米文学科 
資格取得者特別選抜 出願資格の一部（義務） 133 450

H 大学 経営情報学部 AO 入試 出願の一部（優遇）   

I 大学 経済学部：経済学科 自己推薦入試 出願の一部（優遇）  450

J 大学 

法・経済学部・ 

福祉文化学部・ 

国際コミュニケーション学部

推薦入試    450

大学院獣医学研究科 院入試 
語学試験の免除 

【平成 17 年度より実施】 
 550

K 大学 
獣医学部 外国人留学生入試 

出願資格の一部（義務） 
【平成 17 年度より実施】 

  

L 大学 
サービス経営学部： 

サービス経営学科 
AO 入試 出願の一部（優遇）   

一般入試 語学試験の免除 173  

M 大学 

外国語学部：日本語、 

英米語、中国語学科・ 

経済学部：経済学科・ 

不動産学部：不動産学科

自己推薦入試 
出願資格の一部（義務） 

77
(英米

語学科

は 83)

 

N 大学 

外国語学部：英米語学科、

中国語学科・法学部： 

政治学科、法律学科 

編入学    500

O 大学 経済・経営・文学部 AO 入試 
AO 入試出願における 

活動基準 
  

P 大学   

私費外国人留学生入試・

帰国子女入試・ 

編入学試験・社会人入試

出願資格の一部（義務） 

語学試験の免除 
  

英語型国際文化学部

公募推薦入試 
97 400

Q 大学 
国際文化学部： 

国際文化学科 
課外活動選抜入試 

出願資格の一部（義務） 

133 450

R 大学 法学部  推薦選抜入試 出願資格の一部（義務）   

S 大学 国際社会学部       

【大学名のみ公表の形でご協力いただいた大学】     

東京 昭和女子大学 福岡 九州産業大学   

千葉 和洋女子大学 熊本 九州看護福祉大学   

静岡 浜松大学  宮崎 宮崎産業経営大学   

滋賀 長浜バイオ大学      
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【法科大学院】     

都道府県 大学名 利用学部 待遇 CBT PBT

北海道 北海道大学法科大学院 法科大学院 
任意提出資料として、第一次、第二次 

選抜時に考慮される 
  

宮城 東北学院大学法科大学院 法務研究科・法実務専攻 出願の一部（優遇）   

新潟 新潟大学法科大学院 法科大学院 
任意提出資料のひとつとし、提出された場

合、書類審査の総合評価の一要素として。   

青山学院大学法科大学院 法科大学院 出願の一部（優遇）   

駒澤大学法科大学院 法科大学院 
「自己アピール書」の裏づけ資料として 

任意提出、参考   

上智大学法科大学院  出願の一部（優遇）   

成蹊大学法科大学院 法科大学院 参考程度   

専修大学法科大学院 法務研究科・法務専攻 出願の一部（優遇） 197 530

法政大学法科大学院 法科大学院 出願の一部（優遇） 230 570

明治大学法科大学院 法科大学院 出願の一部（優遇）・加点の対象とする 210 550

東京 

一橋大学法科大学院 法科大学院 出願資格の一部（義務）   

桐蔭横浜大学法科大学院 法科大学院 その他の選抜要素として評価対象とする   
神奈川 

関東学院大学法科大学院 法務研究科 出願の一部（優遇）   

愛知 名城大学法科大学院 法科大学院 

出願の際の提出書類として、将来法曹とし

て活動するのに適する能力を証明する資

料（該当がなければ提出不要）として、

TOEFL のスコアを任意で提出することも可   

京都産業大学法科大学院 法科大学院 総合判定時に加味 213 550
京都 

立命館大学法科大学院 法科大学院 出願の一部（優遇）  520

《特別入試》出願資格の一部（義務） 237 580
関西学院大学法科大学院 司法研究科 

《一般入試》任意提出・加点要素 190 520兵庫 

神戸学院大学法科大学院 実務法学研究科 選考方法の一部（特別評価項目） 200 530

大阪 大阪大学法科大学院 法科大学院 
入学者選抜の一資料として、他の能力、資

格を証明する文書と同様に利用している   

熊本 熊本大学法科大学院 
法曹養成研究科 

出願の一部（優遇） 

スコアに応じて加点している 173 550

鹿児島 鹿児島大学法科大学院 法科大学院 
TOEFL 結果(任意提出）を面接の際の 

特別加算の対象として考慮する   

沖縄 琉球大学法科大学院 法務研究科 出願資格の一部（義務） 230 575
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【匿名で調査にご協力いただいた法科大学】 *各ページの A、B、C などの大学名は一致するものではありません。 

大学名 学部 待遇 CBT PBT

A 大学 法科大学院 入学者選抜における任意的資料   

B 大学 法科大学院 出願の一部（優遇） 213 550

C 大学 法科大学院 

出願の一部（優遇）・書類選考の際の加点

要素として利用 

(加点ポイントはスコアにより変わる) 190 520

D 大学 法科大学院 英語能力の判定のため   

E 大学 司法研究科 出願の一部（優遇）   

F 大学 法務研究科 出願の一部（優遇）   

G 大学 法科大学院 提出書類に記載 スコアにより加点   

H 大学 法科大学院 
任意出願書類として 

TOEFL スコアの提出も可能としている。   

I 大学 法科大学院 出願の一部（優遇）   

J 大学 法科大学院 
入試において自らの語学能力を PR する 

資料の一つとして任意提出させている   

      

【大学名のみ公表の形でご協力いただいた大学】   

東京 東京大学法科大学院     
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2-3-2  大学における単位認定へのTOEFLスコア利用 
 

1. 単位認定に導入している  ・・・ 138 校 （国立 32、 公立 11、 私立 94、法科大学院  1） 

2. 単位認定に導入検討中   ・・・  3 校  （国立  0、 公立 2、 私立  1、法科大学院  0） 

3. 単位認定に導入していない ・・・429 校  （国立 35、 公立 40、 私立 309、法科大学院 45） 

 

2004 年の TOEFL スコアの単位認定への導入については、大学では 137 校、法科大学院では 1 校が実

施していることが判った。過去の 1999 年度の調査(大学：35 校、8%)と比較すると 100 校もの導入校が新

たに増えたことがわかり、大学での導入校の上昇傾向が見て取れる。さらに細かく見ると、国立大学では

67 校のうち約半数の 32 校が既に導入しており、TOEFL スコアが英語能力を測る客観的な指標として、授

業の単位に換わり得るという評価を確実に得てきていることがうかがえる。また、法科大学院に関しては、専

門分野の研究という性質上、TOEFL スコアでの単位認定の幅広い導入は難しいと考えられる。 

 

【国立大学】     

都道府県 大学名 学部 CBT PBT 単位 

小樽商科大学 商学部：全学科 173 500 2 単位 

173～236   6 単位 
帯広畜産大学 畜産学部(専科大学) 

237   15 単位 

140～189   2 単位 

北海道 

北見工業大学 工学部 
190   4 単位 

173～213 500～549 2 単位 
青森 弘前大学 全学部 

214 550 2 単位 

173～220 
500～ 

559 
4 単位 

茨城大学 全学部 

221 560 6 単位 
茨城 

筑波大学 全学群・全学類 本人の申請に基づく 

157～212 
480～ 

549 
2 単位 

群馬 群馬大学 教育・社会情報・医・工学部

213 550 4 単位 

東京 東京農工大学 工学部・農学部 年度により異なる 

新潟 新潟大学 全学部：全学科 173 500 2 単位 

150 470 2 単位 
長野 信州大学 医学部：医学科 

173 500 4 単位 

名古屋大学 
全学部 

（法学部・経済学部除く） 
点数に応じて 2～6 単位 

  500 2 単位 
愛知 

愛知教育大学 教育学部 
  570 4 単位 

滋賀 滋賀大学 経済学部 213 550 2 単位 

京都 京都教育大学 教育学部   550 2 単位 
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都道府県 大学名 学部 CBT PBT 単位 

大阪 大阪外国語大学 外国語学部 
1 年次：173 

2 年次：190 

1 年次：500 

2 年次：520 

2 単位 

（卒業要件単位

8 単位) 

150 470 2 単位 

178 505 4 単位 

193 523 6 単位 
島根 島根大学 全学部（医学部除く） 

207 540 8 単位 

130 450 2 単位 
山口 山口大学 全学部 

173 500 2 単位 

173～229 500～569 4 単位 工学部・総合科学部・ 

歯学部：歯学科・ 

薬学部：薬学科、製薬化学科・

医学部 

230 570 8 単位 

徳島 徳島大学 
医学部：保健学科： 

看護学専攻・ 

放射線技術科学専攻・検査

技術科学専攻 

173 500 最高 8 単位 

福岡 福岡教育大学     500 2 単位 

150～189 470～519 2 単位 

190～229 520～569 4 単位 佐賀 佐賀大学 全学部 

230 570 6 単位 

190～219 520～559 4 単位 
教育福祉科学部・工学部

220 560 6 単位 

190～219 520～559 2 単位 
大分 大分大学 

経済学部 
220 560 4 単位 

157～189 480～519 2 単位 
鹿児島大学 全学部 

190 520 4 単位 鹿児島 

鹿屋体育大学 体育学部 190 550 2 単位 

        

【公立大学】      

都道府県 大学名 学部 CBT PBT 単位 

  500～569 2～3 単位 
医学部 

  570 4 単位 

  500～529 2 単位 
北海道 札幌医科大学 

保健医療学部 
  530 3 単位 

  440 2 単位 

  500 6 単位 岩手 岩手県立大学 
看護・社会福祉・ソフトウェア

情報・総合政策学部 
  560 8 単位 
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都道府県 大学名 学部 CBT PBT 単位 

商学部 173 500 6 単位 

国際文化学部 170 500 
2～4 単位 

（学科により異なる）

理学部 173 500 4 単位 

神奈川 横浜市立大学 

医学部 173 500 2 単位 

大阪 大阪府立大学 全学部：全学科 200   2 単位 

島根 島根県立大学 
総合政策 

（海外学修者の単位認定）
97 400 2～8 単位 

広島 
広島県立保健 

福祉大学 
保健福祉学部   520 4 単位 

下関市立大学 経済学部 170   2 単位 
山口 

山口県立大学 全学部   480 4 単位 

190 520 2 単位 

213 550 4 単位 文学部・環境共生学部 

232 575 6 単位 

173 500 1 単位 

熊本 熊本県立大学 

総合管理学部 
213 550 2 単位 

      

【匿名で調査にご協力いただいた大学】 *各ページの A、B、C などの大学名は一致するものではありません。 

大学名 学部 CBT PBT 単位 

190～229   4 単位 
A 大学 全学部 

230   6 単位 

140～172 460～499 2 単位 

173～212 500～549 
4 単位 

(3 年編入生：2 単位)

213～249 550～599 
6 単位 

(3 年編入生：2 単位）

B 大学 工学部 

250 600 
8 単位 

（3 年編入生：2 単位)

  500～529 2 単位 

  530～549 4 単位 C 大学 全学部 

  550 6 単位 

145～179 470～499 2 単位 
D 大学 全学科 

180 500 4 単位 

150 470 2 単位 
E 大学 

農学部・人文学部・ 

工学部・理学部 173 500 4 単位 

      

【大学名のみ公表の形でご協力いただいた大学】    

和歌山 和歌山大学     
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【私立大学】     

都道府県 大学名 学部 CBT PBT 単位 

133～190 450～519 2 単位 
札幌学院大学  全学部：全学科 

191 520 4 単位 

123 437 4 単位 

173 500 8 単位 

北海道 

北星学園大学 全学科（英文学科を除く） 

213 550 10 単位 

東北学院大学  経済学部 135 450 2 単位 

133   2 単位 宮城 
宮城学院女子大学 国際文化学科 

213   4 単位 

  450 2 単位 

  500 4 単位 茨城 流通経済大学  全学部：全学科 

  550 8 単位 

173 500 

4 単位 

(文化情報学部

のみ 1 単位) 
駿河台大学  全学部：全学科 

207 540 

6 単位 

(文化情報学部

のみ 3 単位) 

190 520 4 単位 
外国語学部 

237 580 8 単位 

173 500 4 単位 
経済学部 

237 580 8 単位 

190 520 4 単位 

獨協大学  

法学部 
237 580 8 単位 

埼玉 

文教大学 情報学部・国際学部 スコアによって認定単位が異なる 

190 520 2 単位 
学習院女子大学  

国際文化交流学部 

(科目により異なる） 213 550 2 単位 

173 500 2 単位 
恵泉女学園大学  人文学部：全学科 

213 550 4 単位 

133 450 2 単位 

197 530 4 単位 芝浦工業大学  工学部 

250 600 6 単位 

173～212 500～549 2 単位 

213～249 550～599 4 単位 法学部 

250 600 6 単位 

173～212 500～549 4 単位 
経済学部 

213 550 4 単位 

173～212 500～549 4 単位 

東京 

成蹊大学  

工学部 
213 550 4 単位 
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都道府県 大学名 学部 CBT PBT 単位 

文芸学部・ 

ディプロムコース中級 
6 割 6 割 3 単位 

成城大学  
文芸学部・ 

ディプロムコース上級 
8 割 8 割 3 単位 

文学部：英語英文学科 213 550 2 単位 
清泉女子大学  

文学部：地球市民学科   550 2 単位 

  450 4 単位 

  500 6 単位 帝京大学  経済・法・文学部 

  550 8 単位 

213 550 4 単位 
東海大学  全学部：全学科 

250 600 6 単位 

207～249 540～599 最高 4 単位 
東京女子大学  全学部：全学科 

250 600 最高 8 単位 

180～237 507～583 4 単位 家政・文（英文学科除く）・ 

理学部 240 587 8 単位 

180～237 507～583 4 単位 
文学部：英文学科 

240 587 6 単位 

180～237 507～583 4 単位 

日本女子大学  

人間社会学部 
240 587 8 単位 

190～229 520～569 4 単位 
文理学部：全学科 

230 570 6 単位 

133 450～529 2 単位 

197～236 530～579 4 単位 国際関係学部 

237 580 8 単位 

理工学部：全学科   500（認定のみ）   

133 450 2 単位 

175 489 4 単位 工学部：全学科 

213 550 6 単位 

日本大学  

生物資源科学部 190 520 2 単位 

215 550 4 単位 
現代福祉学部 

250 600 8 単位 

  450 4 単位 

  490 4 単位 

  520 4 単位 

法政大学 
工学部： 

システムデザイン学科 

  550 4 単位 

武蔵工業大学  工学部   500 6 単位 

人間科学部   550 4 単位 

東京 

早稲田大学  
商学部       
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都道府県 大学名 学部 CBT PBT 単位 

133 450 2 単位 

190 520 

2 単位 

（英語英文学科

のみ 4 単位) 神奈川大学  全学部：全学科 

213 550 

2 単位 

（英語英文学科

のみ 6 単位) 

経営学部：経営学科 
産能大学  

経営情報学部：経営情報学科
117 430 2 単位 

157～189 480～519 2 単位 

190～219 520～559 4 単位 

220～249 560～599 6 単位 
関東学院大学  工学部 

250～300 600～677 8 単位 

97～132 400～449 2 単位 

133～172 450～499 4 単位 

173～212 500～549 6 単位 

神奈川 

桐蔭横浜大学  法学部・工学部 

213～300 550～677 8 単位 

155 480 2 単位 

204 538 4 単位 聖徳大学  全学科 

254 608 8 単位 

外国語学部：全学科 

最高 8 単位 

(ドイツ,中国,日本語学科)、 

最高 12 単位（英語学科） 

千葉 

麗澤大学  

国際経済学部：全学科     最高 8 単位 

新潟 新潟産業大学  経済学部・人文学部   530～579 8 単位 

133～172   2 単位 
聖隷クリストファー大学 

看護学部・社会福祉学部・

リハビリテーション学部 173 500 3 単位 

173～213 500～550 2 単位 

214～250 551～600 4 単位 

静岡 

常葉学園大学  全学部 

251～300 601～677 6 単位 

  450～480 2 単位 

  481～510 4 単位 

  511～550 6 単位 
文学部：英語英米文化学科

  551 8 単位 

  500～549 4 単位 

  550～579 6 単位 

愛知 金城学院大学 

文学部：言語文化学科・ 

現代文化学部：国際社会学科
  580 8 単位 
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都道府県 大学名 学部 CBT PBT 単位 

中京大学  
経営学部：経営学科・ 

商学部：商学科 
157 480 4 単位 

中部大学  全学部：全学科 173 550 4 単位 

  450 4 単位 
東海学園大学  経営学部 

  500 8 単位 

197～236 530～579 4 単位 
南山大学  全学部：全学科 

237 580 4 or 8 単位 

100～140 400～450 2 単位 

141～200 451～550 2 単位 

愛知 

日本福祉大学  経済学部・福祉経営学部 

201 551 4 単位 

奈良 奈良産業大学  経済・経営・法・情報学部 133 450 2 単位 

経済学部   450 2 単位 

133～172 450～499 2 単位 

173～212 500～549 2 単位 
京都学園大学 

法学部 

213 550 2 単位 

130～169 447～496 2 単位 

170～199 497～532 4 単位 

200～219 533～556 6 単位 
京都産業大学  

経済・経営・法・外国語・理・

工学部 

220 557 8 単位 

140～170 460～499 2 単位 

171～220 500～560 4 単位 京都橘女子大学  全学部：全学科 

221 561 8 単位 

173 500 2 単位 

213 550 2 単位 

京都 

同志社女子大学  全学部：全学科 

250 600 2 単位 

大阪経済法科大学 全学部：全学科   400 2 単位 

四天王寺国際 

仏教大学  
人文社会学部：全学科   450 2 単位 

  500 2 単位 
帝塚山学院大学  文学部 

  550 2 単位 

プール学院大学  国際文化学部 160 480 2 単位 

英検準 1 級レベル相当 4 単位 

大阪 

桃山学院大学  全学部 
英検 1 級レベル相当 8 単位 

133～172   1 単位 
関西国際大学  全学部 

173   2 単位 

関西学院大学  総合政策学部   530 8 単位 
兵庫 

甲南大学   基礎英語履修免除の免除基準 
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都道府県 大学名 学部 CBT PBT 単位 

神戸芸術工科大学 デザイン学部・全学科 173 500 4 単位 

160   2 単位 

180   4 単位 
兵庫 

武庫川女子大学  英語文化学科 

220   6 単位 

157～189 480～519 2 単位 

190～219 520～559 4 単位 

220～249 560～599 6 単位 
岡山 就実大学 人文科学部・薬学部 

250～300 600～677 8 単位 

117～132 430～449 2 単位 

133～149 450～469 3 単位 

150～162 470～488 4 単位 

163～179 489～508 5 単位 

180～196 509～528 6 単位 

197～229 529～568 7 単位 

230～239 569～587 8 単位 

240～252 588～607 9 単位 

広島経済大学  経済学部 

253 608 10 単位 

140～170 460～497 1 単位 

173～217 500～553 2 単位 
商・法・経済科・人間環境学部・

人文学部：人間関係学科 
220 557 4 単位 

  520 3 単位 

広島修道大学  

人文学部：英語英文学科 
  557 4 単位 

133 450 2 単位 

173 500 4 単位 広島女学院大学  文学部・英米言語文化学科

250 600 8 単位 

経済学部   500 2 or4 単位 

135 450 4 単位 
人間文化学部 

180 500 8 単位 

広島 

福山大学 

工・生命工・薬学部   500 2 単位 

  470 2 単位 
香川 高松大学  経営学部 

  520 4 単位 

140 460 2 単位 
久留米大学  法学部 

173 500 4 単位 

  480 1 単位 

  530 3 単位 

福岡 

福岡国際大学 全学科 

  600 6 単位 
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【匿名で調査にご協力いただいた大学】 *各ページの A、B、C などの大学名は一致するものではありません。 

大学名 学部 CBT PBT 単位 

  480 2 単位 
A 大学 全学部：全学科 

  550 4 単位 

145 470 2 単位 
B 大学 国際社会学部：国際社会学科

180 505 4 単位 

  456～541 1 単位 

  542～609 2 単位 C 大学 健康福祉学部：全学科 

  610 4 単位 

173～196   2 単位 

197～219   4 単位 

220～249   6 単位 

日本語・英米語・中国語学科

(2000 年度以降入学生) 

経済学科・不動産学科 

(1999 年度以前入学生) 250   8 単位 

173～196   2 単位 中国語学科 

(1999 年度以前入学生） 197   4 単位 

173～196   2 単位 

197～219   4 単位 

D 大学 

不動産学科 

(2000 年度以降入学生） 
220   6 単位 

E 大学 
神・文・総合人間科学・経済・法・

外国語・理工学部 
230 570 4 単位 

F 大学 法学部   400 2 単位 

G 大学 薬学部 133 450 1 単位 

  550 4 単位 
外国語学部：英米語学科 

  600 8 単位 

150 470 5 単位 

220 560 16 単位 未来社会創造学科 

260 620 28 単位 

150 470 
5 単位 

（語学専修:2 単位）

220 560 
16 単位 

（語学専修:8 単位)

H 大学 

未来文化創造学科 

260 620 
28 単位 

（語学専修:16 単位）

  450 2 単位 

  500 4 単位 I 大学 全学部 

  600 6 単位 
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大学名 学部 CBT PBT 単位 

  450～499 4 単位 
J 大学 全学部 

  500 4 単位 

K 大学 薬学部   500 3 単位 

200   4 単位 
政策学部 

250   8 単位 

200～249   2 単位 
法学部 

250   4 単位 

173   2 単位 
経済学部 

233   6 単位 

173 500 1 単位 

L 大学 

神学部 
233 575 2 単位 

148～176 470～504 60 点 

177～206 505～539 70 点 M 大学 全学部：全学科 

207 540 80 点 

N 大学 全学部 173 550 4 単位 

150 480 4 単位 
O 大学 全学部：全学科 

190 520 8 単位 

150 475 4 単位 
P 大学 産業科学技術学部・通信制 

160 490 4 単位 

Q 大学 人間社会学部 173 500 1 単位 

117 430 1 単位 

173 500 2 単位 R 大学 英語学科 

213 550 3 単位 

187 480 2 単位 
全学部（人文学部除く） 

188 520 2 単位 

157～187 480～519 2 単位 

188～220 520～559 4 単位 

221～248 560～599 6 単位 

S 大学 

人文学部：英語英米文学科 

249～300 600～677 8 単位 

      

【大学名のみ公表の形でご協力いただいた大学】    

跡見学園女子大学 女子栄養大学 沖縄国際大学   

東邦大学 京都外国語大学    

比治山大学 尚絅大学    
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3. 2004 年都道府県および政令指定都市教育委員会におけるTOEFLスコア利用状況 
3-1 都道府県および政令指定都市教育委員会における利用状況 
 

回答件数： 合計 46 件 

利用     ・・・33 件 

検討中   ・・・ 2 件  

利用なし  ・・・11 件 

 

 

 

 

本調査では、全体の 7 割を超える 33 件が TOEFL スコアを利用していることがわかった。その目的は全 33

件が「英語教職員採用選考時に利用している」と回答しており、その他「海外派遣プログラム等の参考にし

ている」(1 件)、「教員・職員の研修に利用している」(1 件)という回答が得られた。利用状況は初回調査

(1999 年度)から倍増した前回調査(2001 年度)とほぼ同じであるが、英語教員採用時の措置は以下の通り

更に具体的になってきている。 

 

3-2 都道府県および政令指定都市教育委員会における英語教員採用時のTOEFLスコア利用 
 

1. 一定基準以上の TOEFL スコア取得者を対象に、試験の一部課程を免除している ･･･23 件 

2. 資格として自己申告したものについては参考資料とする    ･･･ 8 件 

3. 資格として自己申告したものについては優遇する    ･･･ 4 件 

4. 受験条件もしくは受験資格の一部としている     ･･･ 3 件 

TOEFL利用目的（教育委員会）【図7】

出願資格の一部
8%

出願の一部
（優遇）

11%

考慮・参考
21%

語学試験の
免除
60%

語学試験の免除

考慮・参考

出願の一部（優遇）

出願資格の一部（義務）

 

本調査によると、一部免除資格として活用している都道府県および政令指定都市は全体の 5 割(23 件)に

上り、初回調査の 1999 年度 (20%)、前回調査の 2001 年度(37%)に比べると大きく伸びている。特に西

日本の地域に TOEFL スコア採用事例が多く見られるが、その他の地域においても、今後積極的に

TOEFL スコアを資格として評価していく傾向が高まっていくと考えられる。 

 

また TOEFL スコアを資格として提出された場合、選考時の参考にしているという回答が過去同様見受けら

れるが、今回はその中でも優遇という明確な措置を導入している教育委員会も出てきていることが判明した。

これは国際社会の中で英語能力の必要性が年々高まっており、日本人の基礎英語力向上の手段として

ＴＯＥＦＬスコア利用状況（教育委員会）【図6】

検討中
4%
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24%
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72%
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英語教育の見直しが迫られていること、その中で英語科教員の英語運営能力が強く求められていることに

関連して、TOEFL テストのような客観的な英語能力の指標が認められてきていることを示しており、今後も

さらに活用されていくと思われる。 

【教育委員会】 

団体名 CBT PBT 待遇 職員採用時以外での利用 

北海道教育委員会 213 550 
語学試験の免除 

実技検査の免除   

札幌市教育委員会 213 550 

出願の一部（優遇） 

自己申告制 

英語筆記検査の免除、英語実技検査の免除   

宮城県教育委員会 243 590 語学試験の免除   

川崎市教育委員会 213 550 自己申告制、一次試験（教科専門試験）免除   

群馬県教育委員会 250 600 語学試験の免除   

埼玉県教育委員会 250 600 
出願資格の一部（義務） 

一次試験の免除   

千葉県教育庁 240 590 

英語科志願者の特例として、1 次選考の筆答

試験（一般教養・教職教養・専門教科）を免除

し、論文と個別面接を実施   

栃木県教育委員会 250 600 語学試験の免除   

石川県教育委員会   
教員採用時には、優遇措置、義務化ともにして

いないが、選考の際の参考にしている。   

富山県教育委員会   自己申告制（参考資料とする）   

岐阜県教育委員会 250 600 出願資格の一部   

京都市教育委員会   参考資料の一つ 海外派遣プログラムなどの選考

京都府教育委員会 237 580 一部試験の免除   

滋賀県教育委員会 213 550 語学試験の免除   

岡山県教育委員会 237 580 
特別選考試験の出願資格、一次試験の筆記

試験の免除 教員研修  

香川県教育委員会 237 580 語学試験の免除   

徳島県教育委員会 237 580 語学試験の免除   

広島県教育委員会   
採用試験の受験願に英語に関する資格を記

入させ、証明する書類の写しを添付させている   

広島市教育委員会   
採用試験の受験願に英語に関する資格を記

入させ、証明する書類の写しを添付させている   

山口県教育委員会 213 550 第一次試験の教科専門（筆記試験)を免除   

大分県教育委員会 213 550 語学試験の免除   

熊本県教育委員会 213 550 一次考査の専門考査のみを免除   

福岡市教育委員会 237 580 筆記試験の一部及びリスニングテストの免除   
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団体名 CBT PBT  待遇 職員採用時以外での利用 

福岡県教育委員会 237 580 
第一次試験において、専門教科（リスニングテ

ストを含む）を免除   

宮崎県教育委員会 213 550 
出願の一部（優遇）一次試験の教科専門・リス

ニングの免除   

          

【匿名で調査にご協力いただいた教育委員会】* A、B、C などの教育委員会名は都道府県名と一致するものではありません。 

団体名 CBT PBT  待遇 職員採用時以外での利用 

A 教育委員会 240 590 出願の一部（優遇）   

B 教育委員会 237 580 出願の一部（優遇）   

C 教育委員会 213 550 語学試験の免除   

D 教育委員会  550 
参考程度 

英語教員以外の採用時に

参考としている 

E 教育委員会   自己申告制   
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4. 2004 年短期大学におけるTOEFLスコア利用状況 
短期大学対象の調査は、本年も 1999 年、2001 年度の調査と同様に試みたが、大学との統合が進む中で

募集停止や廃校となっている短期大学(部)も少なくなく、調査としてやや不十分であるといわざるを得ない。

よって、今回は短期大学(部)のみの分析を行うこととした。 

 
4-1 概要 
回答件数： 合計 132 校 

（内訳）： 国立 (4) 

           公立 (17) 

           私立 (111) 

 
4-2 短期大学における利用状況 

 
利用     ・・・34 校 

検討中    ・・・ 3 校 

以前利用していたがやめた ・・・ 2 校 

利用なし   ・・・70 校 

 

 
本報告書から、2004 年は 34 校(全体の 31％)の短期大学が TOEFL スコアを利用していることがわかった。

検討中の学校も含めると、全体の約 3 分の 1 の学校が利用していることになり、短期大学でも TOEFL スコ

アの利用が広がっている。 

 
4-3 短期大学における利用目的 

 
入試時   ・・・21 校 

単位認定   ・・・12 校 

海外派遣プログラムの選考等・・・  9 校 

クラス分け  ・・・ 1 校 

その他   ・・・ 3 校 

 

 

 

 

 

利用目的として最も多いのはやはり「入試時」であり、全体の 45％を占める。次いで「単位認定」(26%)、

「海外派遣プログラムの選考等」(20%)となる。この結果はほぼ大学・法科大学院の調査と一致しており

(2-3 参照)、短期大学も例外なく同様の傾向があると思われる。 

TOEFLスコア利用状況（短期大学）
【図8】
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TOEFL利用目的（短期大学）【図9】
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4-3-1 短期大学における入試でのTOEFLスコア利用 

 
1. 語学試験の免除等含む優遇措置 ・・・16 校 

2. 出願資格の一部  ・・・ 5 校 

3. 考慮・参考   ・・・ 1 校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 年は、21 校の短期大学が TOEFL スコアを入試に利用していることがわかった。利用方法として最も多

いのは「語学試験等含む優遇措置」(16 校)であり、全短期大学の 7 割を超える。次いで「出願資格の一部」 

(5 校)となる。短期大学においては、TOEFL スコアは入試における「優遇措置」に多く利用されている実態が

わかった。 

【短期大学】         

都道府県 大学名 学部 入試形態 待遇 CBT PBT

群馬 
高崎商科大学 

短期大学部  
現代ビジネス学科 資格特待生制度 

初年度学納金及び 2.3.4

年次の授業料の減免 
123 450

特別推薦入試専願制 出願の一部（優遇） 97 400

語学留学特別奨学生推薦 出願の一部（優遇） 150 480東京 文京学院短期大学  英語英文学科 

AO 入試 出願の一部（優遇） 97 400

神奈川 洗足学園短期大学  英文科 自己推薦入試 
出願の一部（優遇） 

点数により加点 
 400

千葉 聖徳大学短期大学部  全学科 一般入試  語学試験の免除 136 456

富山 富山短期大学  全学部：全学科 推薦入試 
書類審査の中の諸活動等

の項目で点数加点 
  

名古屋文理大学 

短期大学部 
全学科 自己推薦入試 出願資格の一部（義務）   

公募制推薦入試 出願の一部（優遇） 117 430

 一般入試  合否判定に考慮 117 430

愛知 
愛知学院大学 

短期大学部  

英語コミュニケーション

学科 
AO 入試 

出願資格の一部（義務） 

「文化芸術・スポーツなどで

自己アピールできるものを 

1 つ以上有している」の中で

「優れた英語を有している」

の一つとする 

  

入試におけるTOEFL利用（短期大学）
【図10】
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都道府県 大学名 学部 入試形態 待遇 CBT PBT

光陵女子短期大学  
国際コミュニケーション

学科 
一般入試  

出願の一部（優遇） 

得点加算 420-479⇒5 点、

480-499⇒10 点、

500-549⇒15 点、 

550～⇒20 点 

  

愛知 

豊橋創造大学 

短期大学部 

幼児教育・保育科・実務

教育科 
推薦入試Ａ方式 調査書に加点   

京都経済短期大学  経営情報学科 推薦入試Ｂ日程 

出願の一部（優遇） 

スコアにより資格点として

加算合計 

  
京都 

京都文教短期大学 全学科 一般入試 語学試験の免除 120 430

プール学院大学 

短期大学部  
秘書科 

一般入試/推薦入試/ 

自己推薦入試 
筆記試験の免除 133  

大阪学院短期大学  全学科 AO 入試 インタビューの応募資格   

大阪信愛女学院 

短期大学  
初等教育学科 

推薦入試（公募制） 

選考Ⅲ選択者 

出願資格の一部 

基準を満たしていれば、 

評定平均値点数化 

にかえて利用可能 

120 430

四天王寺国際仏教 

大学 短期大学部  

英語科・生活科学科 

（生活科学専攻、 

生活福祉専攻）・保健科

推薦特技入試 

（英語特技・総合特技） 

出願の一部（優遇） 

スコアに応じて点数を最高

30 点まで加点する 

 340

大阪 

平安女学院大学 

短期大学部 

英語コミュニケーション

学科 
公募推薦入試 加点（得点より）   

神戸女子短期大学  全学部：全学科 自己推薦入試 出願の一部（優遇）  380

兵庫 武庫川女子大学 

短期大学部  

英語コミュニケーション

学科 
公募制推薦入試 調査書点の一部 120 435

福岡 
中村学園大学 

短期大学部  
全学科 推薦入試 

「高校での活動」の中に考慮 

すべき項目として入れている
  

 

【大学名のみ公表の形でご協力いただいた短期大学】 

昭和女子大学短期大学部  
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4-3-2 短期大学における単位認定へのTOEFLスコア利用 

 
1. 単位認定に導入している  ・・・12 校 

2. 単位認定に導入していない・・・97 校 

 

単位認定については「導入している」との回答が全体の 11%と多いとは言えないが、前回実施した 1999 年

度(2001 年度は単位認定に関する調査は実施なし)の調査(4%)と比較すると増加傾向が見て取れる。 

 

【短期大学】      

都道府県 大学名 学部 CBT PBT 単位 

  400 2 単位 

  450 4 単位 

  520 6 単位 
北海道 小樽短期大学  英文科 

  590 8 単位 

155 480 2 単位 

204 538 4 単位 千葉 聖徳大学短期大学部 全学科 

254 608 8 単位 

113～170 450～497 4 単位 

173～210 500～547 6 単位 
愛知学院大学 

短期大学部  
英語コミュニケーション学科

213 550 10 単位 

  450 1 単位 

愛知 

光陵女子短期大学 国際コミュニケーション学科
  500 2 単位 

四天王寺国際仏教

大学 短期大学部 
全学科   450 2 単位 

大阪 
プール学院大学 

短期大学部  
秘書科 160 480 2 単位 

100   1 or 2 単位 
広島 鈴峯女子短期大学 全学科 

150   1 or 2 単位 

 

【匿名で調査にご協力いただいた短期大学】  *各ページの A、B、C などの大学名は一致するものではありません。 

大学名 学部 CBT PBT 単位 

140 460 4 単位 
A 短期大学 能率科 

197 530 8 単位 

  400～449 1 単位 
B 短期大学 英語コミュニケーション学科

  450 2 単位 

 
【大学名のみ公表の形でご協力いただいた短期大学】    

四国学院短期大学     
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【上記以外に本調査にご協力いただいた大学・法科大学院・教育委員会・短期大学 順不同】 
 
（大学） 
旭川医科大学 釧路公立大学 青森県立保健大学 福島県立医科大学  聖学院大学 

茨城県立医療大学  埼玉県立大学 石川県立看護大学 福井県立大学 函館大学 

山梨県立看護大学  三重県立看護大学  京都府立医科大学  志 學 館 大 学

女子美術大学 広島県立大学 福岡女子大学  長崎県立大学 宮崎県立看護大学  

順天堂大学 沖縄県立看護大学  大阪女子大学 苫小牧駒澤大学 奥羽大学  

獨協医科大学 北海学園大学 北海道医療大学 北海道薬科大学 八洲学園大学 

常磐大学 共立薬科大学 昭和大学 白百合女子大学 東京音楽大学 東京電機大学  

東京薬科大学：生命科学部  聖マリアンナ医科大学  横浜商科大学  

国際武道大学 淑徳大学 日本橋学館大学 帝京科学大学 松本大学 敬和学園大学 

長岡造形大学 新潟経営大学 新潟工科大学 金沢医科大学 金沢工業大学 

愛知工科大学 同朋大学 東海女子大学 成安造形大学 大谷大学  聖和大学  

京都嵯峨芸術大学  大阪医科大学 神戸薬科大学 岡山商科大学 旭川大学 

川崎医科大学 川崎医療福祉大学  松山東雲女子大学  高知工科大学  

筑紫女学園大学 福岡工業大学 福岡女学院大学 長崎ウエスレヤン大学 南九州大学 

九州東海大学 足利工業大学 十文字学園女子大学 多摩美術大学  

安田女子大学 東京純心女子大学  千葉科学大学 帝京平成大学  

東京基督教大学 長岡大学 愛知工業大学   

 

（法科大学院） 

白鴎大学法科大学院 神奈川大学法科大学院 福岡大学法科大学院 

 

（教育委員会） 

茨城県教育委員会  横浜市教育委員会  長野県教育委員会  

奈良県教育委員会  島根県教育委員会 
 

（短期大学） 

宮城県農業短期大学 秋田県立大学短期大学部 岡山県立大学短期大学部 

新見公立短期大学 高知短期大学 釧路短期大学 岩手看護短期大学 

常磐短期大学 埼玉短期大学 帝京大学短期大学 ヤマザキ動物看護短期大学 

松本大学松商学園短期大学部 松本短期大学 星稜女子短期大学 

北陸学院短期大学  愛知みずほ大学短期大学部  京都嵯峨芸術大学短期大学部 

大阪健康福祉短期大学 松山東雲短期大学 福岡女学院大学短期大学部 

旭川大学女子短期大学部 十文字学園女子大学短期大学部 岩国短期大学  

女子栄養大学短期大学部 宝仙学園短期大学 山脇学園短期大学  



 
   

←iBT Practice Test 
(http://toeflpractice.ets.org) 
とTAST (http://www.ets.org/tast/) 
を組み合わせ、iBT を 
いち早く体験できます。 

国際基準の英語運用能力テストをリードして 40 年以上の歴史を持つ TOEFL(Test of English as a Foreign Language)

ストは、今では毎年約 800,000 人の受験者がいます。この TOEFL テストが 

Next generation TOEFL®
 

 

 
テ

2
 

005 年 9 月にさらなる進化を遂げます。それが“次世代TOEFLテスト/Next Generation TOEFL(iBT)”です。  
 
 
 

iBT Flash Tour ↑ 
http://www.ets.org/toefl/tour/index.html 

iBT の構成（約 4 時間：各セクションの問題数などについては未定） 

Reading 
3つのパッセージに関するコンプリヘンション問題  

現行の Computer Based Tasting(CBT)に類似した問題に加え、新しい出題形式の問

題 Review や Glossary など受験者にフレンドリーな新機能 

Listening 
実際に大学などで耳にする状況に想定した会話や講義など  

現行の Computer-Based Tasting(CBT)に類似した問題+新しい出題形式の問題 

Speaking 

6問をマイクに向かい音声で解答  

･2つの Independent Tasks 

･4 つのIntegrated Tasks  

(Reading/Listening/Speaking task×2, Listening Speaking task×2) 

Writing 

･Integrated Task (Reading/Listening/Writing task) 

短めの問題文を読み、講義の一部を聞いてから、エッセイをタイプする問題 

･Independent Task  

TWE や CBT の Writing Section に類似した問題  

2004 年 12 月現在 

次世代TOEFL®(iBT)の特徴： 
 

① スピーキングセクションが加わり４技能(読む・聴く・書く・話す)を測定 
② インターネット接続による実施 
③ 受験者、スコアユーザー（学校・企業など）にはオンラインでスコアを通知 
④ スコア・レポートには各セクション・総合のスコアを表示 
⑤ スコアは 0-120 (各セクション 30) 
⑥ より実社会に近い状況を想定した問題（講義・学校生活など） 
⑦ テストを通してメモが可能 

次世代 TOEFL®テストの概要 

http://toeflpractice.ets.org/
http://www.ets.org/tast/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本調査報告書作成にあたりまして、ご多忙の中、ご協力を頂きましたご担当者の皆様には

厚くお礼申し上げます。誠に有り難うございました。 
 
 
 

◆ 本調査に関するお問い合わせは下記までお願い致します◆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

国際教育交換協議会（ＣＩＥＥ）日本代表部 TOEFL 事業部 
 

住所： 〒150-8355  
東京都渋谷区神宮前 5-53-67 コスモス青山ギャラリーフロア 

   
電話： 03-5467-5477    FAX： 03-5467-7031 

   ホームページ： http://www.cieej.or.jp 

■ 本資料内容の無断複製・複写・転載は禁じます。 
*TOEFL はエデュケーショナル・テスティング・サービス（ETS）の登録商標です* 
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