
※英語外部試験の利用対象となる試験や有効受験期間は各大学により異なります。
※今後変更になる可能性がありますので、出願時には必ず各大学の一般選抜募集要項(12/16までに発表)にてご確認ください。

※新型コロナウイルス感染症の影響で受験できなかった場合の対応は各大学により異なりますので、大学HP、「学生募集要項」などで確認してください。
★表の見方について
英語外部試験の利用方法を「出願要件」「みなし満点」「得点加算」「得点換算」の４つに分類しています。
「出願要件」：出願に必要なスコア　　　「みなし満点」：利用対象となる試験・教科の成績を満点とみなすスコア
「得点加算、得点換算」：スコアに応じて英語外部試験の成績が共通テスト（以下共テ）または個別学力検査の得点へ加算・換算されます。基準は各大学のHP等で確認してください。
★TOEICについて
各技能は頭文字で表記しています。　R：Reading　L：Listening　W：Writing　S：Speaking
TOEIC LR & TOEIC SWのスコアについて、TOEIC LRのスコアにTOEIC SWのスコアを2.5倍して合算したものを含んでいます。
★英検について
級の合否に加えて、総合スコアおよび各技能スコアが算出されます(英検CSEスコア)。級ごとの合格基準は下記のとおりです。
１級：3,400点満点中2,630点で合格　　準１級：3,000点満点中2,304点で合格　　２級：2,600点満点中1,980点で合格　　準２級：2,400点満点中1,728点で合格　　※２級合格かつスコアが2,150点以上の場合は「２級A」に認定 【2020/８/７版】

ケンブリッジ英検 英検 GTEC IELTS TEAP TEAP CBT TOEFL iBT TOEIC その他

秋田大 国際資源 前期・後期 個別 みなし満点 ― 準１級以上 ― 6.0以上 ― ― 61点以上 TOEIC LR 730点以上 TOEFL ITP 500点以上

茨城大 注１ 工 前期・後期 個別 得点換算
（複数基準）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

千葉大 注２ 国際教養、文（人文
／日本ユーラシア
文化)、法政経、教
育、理、工、園芸、
薬、看護

前期 個別 得点加算
(複数基準)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

東京海洋大 注３ 海洋生命科学、海
洋資源環境

前期・後期 出願要件 120点以上 準２級以上 ３技能500点以上、
４技能840点以上、
CBT　720点以上

3.5以上 160点以上 280点以上 40点以上 L&R 400点以上 TOEFL PBT 435点以上

東京芸術大 音楽 前期 共テ みなし満点 FCE（160～179）以上 準１級以上 ― 5.5以上 ― ― 72点以上 ― ―

金沢大 注４ 融合、人間社会（人
文、経済、学校教
育、地域創造、国
際）、医薬保健（保
健）、文系一括、理

前期 共テ 得点換算
(複数基準)

140点以上 1950点以上 910点以上 3.0以上 225点以上 420点以上 42点以上

― ―

大阪教育大 注５ 教育(教育協働／グ
ローバル教育-英
語コミュニケーショ

前期 共テ
個別

得点加算
(複数基準） ―

準１級以上 CBT・４技能1200点以
上／1110点以上／
1010点以上

6.0以上／5.0以上
― ―

72以上／65以上／60以上 730以上／600以上
―

教育(学校／小中
教育-英語、中等教
育-英語)

前期 共テ 得点加算
(複数基準） ―

準１級以上／２級以上 ３技能は730点以上、
CBT・４技能は1190点
以上

6.0以上／5.0以上
― ―

80以上／65以上 730以上／600以上
―

広島大 前期・後期 共テ みなし満点 160点以上 2300点以上 CBT 1,190点以上 5.5以上 309点以上 600点以上 72点以上 TOEIC LR+SW 1,560点
以上(SWを2.5倍にして
合算)

―

山口大 注６ 国際総合科学 前期・後期 個別 得点加算
(複数基準)

― ○ ○ ○ ― ― ○ ○ ―

長崎大 多文化社会 前期・後期 共テ みなし満点
―

準１級以上 1140点以上 5.5以上 334点以上
―

61点以上 TOEIC LR+SW 1,000点
以上またはTOEIC LR
730点以上

―

宮崎大 工 前期 個別 みなし満点 ２級以上 970点以上 38点以上 TOEIC LR 500点以上 TOEFL Junior
Standard 730点以上

鹿児島大 注７ 前期・後期 共テ みなし満点 FCE以上 準１級以上 CBT1250点以上 5.5以上 334点以上 72点以上 TOEIC LR+SW 1,095点
以上(LR 785点以上、
SW 310点以上)

国際教養大 注８ 全日程 共テ みなし満点 176点以上 準１級以上 CBT 1,200点以上 6.5以上 360点以上 760点以上 72点以上 TOEIC LR+SW 1,200点以上 TOEFL PBT 530点以上
兵庫県立大 注９ 国際商経(経済、経

営)
後期 個別 得点換算

（複数基準）
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TOEFL ITP

国際商経(グローバ
ルビジネス)

前期 個別 出願要件 140点以上 ２級以上 960点以上 4.0以上 225点以上 420点以上 42点以上 TOEIC LR+SW 1,150点以上 TOEFL ITP

注１  茨城大は、大学が定めた上限のスコア以上の場合、みなし満点とする。

注２  千葉大の教育(学校／英語)、国際教養は大学が定めた上限のスコア以上の場合、みなし満点とする。

注３  東京海洋大のGTEC CBTのスコアは、2017年3月31日までの受験に限る。2017年4月1日以降のGTEC CBTは、GTEC 4技能として扱う。また、TOEIC IP、TOEFL ITPの利用可。

注４  金沢大は、共テ「英語」の得点と比較して高得点の方を利用する。

注５  大阪教育大・教育(教育協働)は、共テ・個別の総点に加算する。加算点は基準により60点／20点／10点のいずれかとなる。

 また、(学校／英語)は、共テの加算点は基準により30点／15点のいずれかとなる。

注６  山口大国際総合科学部は、前期は外国語、後期は小論文に加算する。加算点は基準により60点／40点／20点のいずれかとなる。

注７  鹿児島大は、表中のスコア基準を満たし、かつ共テの外国語でリーディング100点満点中82点以上、リスニング１００点満点中90点以上の得点をそれぞれ取った者をみなし満点とする。

 なお、リーディング82点未満、リスニング90点未満の場合は、それぞれの得点の25％の得点を共テの外国語に加算する。

注８  国際教養大は、独自日程で試験を実施。

注９  兵庫県立大・国際商経(グローバルビジネス)は、2021年度入試に限り、TOEFL ITP検定を前期試験日に実施。TOEFL ITP対象者：出願時に学校長等が発行する証明書を提出する者及び受検を希望する者。

 また、(経済・経営)は検定の受験年度により、スコアの判定基準が変動する。TOEFL ITPは、後期試験日に大学で実施される検定のスコアが対象。TOEFL ITP対象者：出願時に英語資格・検定試験結果を提出できない者及び受検を希望する者。
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