
2021年度入試 　ケンブリッジ英語検定を利用する大学（一般選抜）※「ケンブリッジ英語検定４技能CBT リンガスキル」の利用可の場合は備考欄に記載しています。

【国公立大】 10月20日現在、河合塾調べ

利用対象試験・成績

国際教養 国際教養 全日程 △ FCE
176

共通テスト「英語」の得点を満点とみなす（共通テスト「英語」の受験は必須）

茨城 工（昼間、フレックス） 前期・後期 △ 100 個別試験「英語」の得点に換算（10～100点）（個別試験「英語」の受験は必須、高得点の方を利
用）

千葉 国際教養、教育（英語教育） 前期 △ 140 個別試験「英語」の得点に加点（10または20点）または満点とみなす（満点換算の場合は個別試
験「英語」受験免除）

千葉 文（日本・ユーラシア文化）、法政経、
教育（英語教育を除く）、理、工、園
芸、薬、看護

前期 △ 153 個別試験「英語」の満点を上限に加点（園芸・看護は20または30点、その他の学部は５または10
点）

東京芸術 音楽（作曲、声楽、器楽、指揮、邦楽） 前期 △ FCE 共通テスト「英語」の得点を満点とみなす（共通テスト「英語」の受験は必須）

東京海洋 海洋工 前期・後期 ★ 100 スコア・成績を証明できない場合は、理由書の提出で代替可（提出後、大学が出願資格の有無を
判断）

東京海洋 海洋生命科学、海洋資源環境 前期・後期 ★ 120 スコア・成績を出願時までに保持していない者については、新型コロナウイルスの感染拡大に伴
い各資格・検定試験が実施されていなかったことから、所定の申立書の提出により出願を認める
こととする

金沢 文系一括、人間社会（法を除く）、理系
一括、医薬保健（保健）、融合

前期 △ 140
※

共通テスト「英語」の得点に換算（共通テスト「英語」の受験は必須、高得点の方を利用）
※リンガスキル（140）の利用可

静岡県立農林環境専門
職

生産環境経営 前期 △ 120 個別試験の得点に加点（10～50点）

兵庫県立 国際商経（経済学・経営学） 後期 ● 120 個別試験の得点に加点（最大200点）

兵庫県立 国際商経（グローバルビジネス） 前期 ★ ● 140 個別試験の得点に加点（最大400点）
コロナウイルス感染拡大の影響で英語資格・検定試験結果の提出ができない者は、学校長が発
行する「英語力についての証明書」の提出により出願を認める

広島 全学部 前期・後期 △ 160 共通テスト「英語」の得点を満点とみなす

尾道市立 経済情報 前期・後期 △ 140 個別試験の得点に加点（最大５点）

叡啓 ソーシャルシステムデザイン 一般選抜 ★ PET
140

九州 共創 前期 △ 160 共通テスト「英語」の得点を満点とみなす（共通テスト「英語」の受験は必須、第１段階選抜を行う
場合は共通テストの成績を利用する）

九州工業 全学部 前期・後期 △ 118 共通テスト「外国語」の満点を上限に加点（２～20％）

鹿児島 全学部 前期・後期 △ FCE 共通テスト「英語（リーディング）」または「英語（リスニング）」の得点に応じて、それぞれに25％加
点。各満点値に対し得点が80％以上の場合は満点とみなす

【私立大】

利用対象試験・成績

札幌学院 全学部 一般入試、共通テスト利用入試 △ 120 個別試験「英語」の得点（50～100点）または共通テスト「英語」の得点（100～200点）に換算（受験
した場合は高得点の方を利用）

北海学園 人文、経営、人文２部、経営２部 一般選抜 △ 150 個別試験「英語」の得点に換算（60～100点※学部・学科により換算点は異なる）（受験した場合は
高得点の方を利用）

東北学院 全学部 一般選抜（英語資格・検定試験利
用選抜）

★ ● 120 個別試験の得点に加点（最大100点）

仙台白百合女子 人間 一般選抜（Ａ・Ｂ日程） △ 140 個別試験「英語」の満点を上限に加点（10または20点）

東日本国際 全学部 一般選抜 △ PET 個別試験「英語」の得点に換算

文星芸術 美術 大学入学共通テスト利用入学試
験

△ 120 共通テスト「英語」の得点を満点とみなす

東京国際 全学部（医療健康を除く） 大学入学共通テスト利用（グロー
バルコース入試、グローバルビジ
ネスコース入試）

★ 140

聖学院 全学部 一般選抜 △ 120 個別試験「英語」の得点に換算（70～100点）（個別試験「英語」の受験は必須、高得点の方を利
用）

獨協 外国語（ドイツ語） 共通テスト利用入試（英語資格） ★ 142

獨協 法 一般入試（Ａ方式） ★ 142

獨協 経済（経済、経営） 共通テスト利用入試（英語資格） ★ 142

獨協 外国語（英語、交流文化） 共通テスト利用入試（英語資格） ★ 147

獨協 外国語（フランス語） 共通テスト利用入試（英語資格） ★ 147

獨協 経済（国際環境経済） 共通テスト利用入試（英語資格） ★ 147

獨協 国際教養（言語文化） 共通テスト利用入試（英語資格） ★ 150

日本工業 全学部 一般選抜入試英語外部試験利用 ★ 120 リンガスキル（120）の利用可

文教 文（英米語英米文、外国語）、国際 一般選抜（Ｃ日程入試方式２） ★ 140

明海 全学部（歯を除く） 一般選抜、共通テスト利用選抜 △ 120 個別試験または共通テスト「英語」の満点を上限に加点（10～25点）

明海 歯 一般選抜、共通テストプラス方式 △ 160 個別試験「英語」の得点に換算（80または90％）

江戸川 全学部 一般選抜 △ 120 個別試験「英語」の得点に換算（70～100点）（受験した場合は高得点の方を利用）

江戸川 全学部 共通テスト利用選抜 △ 120 共通テスト「英語」の満点を上限に加点（５～20点）

神田外語 外国語 一般入試、共通テスト利用入試、
共通テストプラス入試

△ PET 個別試験または共通テスト「英語」の得点に加点（５点）（大学が別途定めるスコアを満たす場合
は、個別試験または共通テスト「英語」の得点を満点とみなす）

聖徳 全学部 一般選抜、共通テスト利用選抜 △ 120 個別試験または共通テスト「英語」の得点に換算（70～100点）（受験した場合は高得点の方を利
用）
※文－英語・英文学の共通テスト利用選抜は、共通テスト「英語（R）」「英語（L）」それぞれの得点
に換算

千葉工業 全学部 大学独自入試（Ｂ・Ｃ日程タイプ
Ｂ）、共通テスト利用入試

△ 113 共通テスト「英語」の得点に換算（50～200点）（受験した場合は高得点の方を利用）

千葉商科 全学部 一般選抜個別試験型（３科目・給
費生選抜）

△ 120 個別試験「英語」の得点に換算（70～100点）（受験した場合は高得点の方を利用）

麗澤 全学部 共通テスト利用入試（英語４技能
資格検定試験併用型）

● PET 個別試験の得点に加点（最大100点）

和洋女子 全学部 一般選抜（Ａ日程） △ 120 個別試験「英語」の得点に換算（65～100点）（個別試験「英語」の受験は必須、高得点の方を利
用（ただし満点換算の場合のみ「英語」の受験を免除））
資格の有無に関わらず、「英語の民間資格・検定試験の結果に関する調査票」を志願者全員提出
すること

目白 全学部 共通テスト（外部英語検定試験併
用方式）

★ ● 140 共通テスト「英語」の得点に換算（80～100％）

帝京平成 全学部 一般選抜、大学入学共通テスト
利用選抜

△ PET 合否判定の際に優遇する
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ケンブリッジ英語検定

東洋学園 全学部 一般選抜（TOGAKU方式） ●
※

100 個別試験「英語」の得点に加点（配点は英語全体の20％、個別試験「英語」の受験は必須）
※英資は、高校の証明書で代替可。証明書を提出した場合は、調査書の「外国語」または「英語」
の評定を点数化して利用（配点は英語全体の10％）

東洋学園 全学部 一般選抜（TOGAKU-E方式） ● 100 個別試験の得点に加点（最大100点）

デジタルハリウッド デジタルコミュニケーション 一般、共通テスト △ ○ 合否ボーダー層に対して優遇措置を行う

亜細亜 全学部 全学統一（後期） △ PET
140

個別試験「英語」の得点に換算（80％）（受験した場合は高得点の方を利用）

桜美林 全学部（航空･マネジメントを除く） 一般選抜、共通テストプラス △ 140 個別試験「英語」の得点に換算（70または90点）

桜美林 航空・マネジメント（フライト・オペレー
ション）

一般選抜、共通テスト ★ 140

共立女子 全学部 一般選抜（全学統一方式） △ 140 個別試験「英語」の得点に換算（80または100点）（受験した場合は高得点の方を利用）

国際基督教 教養 一般選抜Ｂ方式（英語外部試験
利用）

★ 175

国士舘 全学部 一般選抜 △ 140 個別試験「英語」の満点を上限に加点（４～16点）

白百合女子 全学部 一般選抜 △ 140 個別試験「英語」の得点に換算（70～100％）（受験した場合は高得点の方を利用）

実践女子 全学部 一般選抜（Ⅰ期３科目型外部試
験利用方式）

★ ● 140 個別試験「英語」の得点に換算（80または100点）（受験した場合は高得点の方を利用）

芝浦工業 全学部 一般（英語資格・検定試験利用方
式）

★ 140

順天堂 医 一般選抜Ｂ方式 ★ ● 140 個別試験「英語」の得点に加点（最大25点）

順天堂 国際教養 一般選抜後期 △ 150 個別試験「外国語（英語）」の得点に加点（上限20％）

上智 全学部 一般選抜（学部学科試験・共通テ
スト併用型）

△ 120 共通テスト「外国語」の満点を上限に加点（５～30点）

上智 全学部 一般選抜（共通テスト利用型） △ 160 共通テスト「外国語」の得点に換算（180または200点）（高得点の方を利用）

昭和女子 国際、グローバルビジネス（ビジネス
デザイン）

共通テスト利用型（英語４技能試
験活用方式）

★ 140

成蹊 全学部 独自入試（２教科型グローバル教
育プログラム統一入試）

●
※

130 個別試験の得点に加点（最大50点）
※未提出の場合は０点

聖心女子 現代教養 一般選抜（総合小論文方式） △ PET
140

CEFRレベルにより「資料読解（設問１）」の得点を1.1～1.3倍にする

清泉女子 文 一般入試 △ 140 個別試験「英語」の得点に換算（75または90点※学科・入試方式により換算設定は異なる）（個別
試験「英語」の受験は必須、高得点の方を利用）

聖路加国際 看護 一般選抜（Ａ・Ｂ方式） △ 140 個別試験「英語」の得点に換算（80または100点）（受験した場合は高得点の方を利用）

専修 全学部 一般選抜（スカラシップ・全国、Ｂ
方式、Ｃ方式、後期を除く））

△ PET 個別試験「英語」の得点に換算（80または100点）（受験した場合は高得点の方を利用）

中央 総合政策 一般入試（英語外部検定換算型） ★ ● 150 左記は出願要件。個別試験の得点に加点（最大50点）
リンガスキル（150）の利用可

中央 国際情報 英語外部検定試験利用入試 ★ FCE

中央 文（英語文学文化を除く） 英語外部検定試験利用入試 ★ KET リンガスキル（140）の利用可

中央 国際経営 英語外部検定試験利用入試 ★ ● KET 左記は出願要件。個別試験の得点に加点（最大200点）
リンガスキル（140）の利用可

中央 文（英語文学文化） 英語外部検定試験利用入試 ★ PET リンガスキル（153）の利用可

帝京 文、教育、法、経済（国際経済を除
く）、理工、医療技術（スポ－健康ス
ポーツ）

一般選抜 △ PET 合否判定の際に考慮する

帝京 外国語、経済（国際経済） 一般選抜 △ PET 個別試験「英語」の得点に換算（80％）（個別試験「英語」の受験は必須、高得点の方を利用）

帝京 理工（航空－ヘリパイロット） 一般選抜（一次選考） △ PET 合否判定の際に考慮する

東海 全学部（医—医を除く） 一般選抜、文系・理系学部統一
選抜

△ PET 個別試験「英語」の得点に換算（80または100点）（受験した場合は高得点の方を利用）

東京音楽 音楽 一般選抜（Ａ日程） △ 120 共通テストまたは個別試験「外国語」の得点に換算

東京音楽 音楽（ミュージック・リベラルアーツ） 一般選抜（Ｂ日程） △ 120 個別試験「外国語」の得点に換算

東京慈恵会医科 医（看護） 一般 △ 140 個別試験「英語」の得点に換算(80～100点)（受験した場合は高得点の方を利用）

東京電機 全学部（工（第二部）を除く） 一般選抜（英語外部試験利用） ★ KET リンガスキルの利用可

東京理科 全学部（理（第二部）を除く） 一般選抜（グローバル方式） ★ ● 100 個別試験の得点に加点（０～25点）

日本女子 全学部 一般選抜（英語外部試験利用型） ★ ● 140 大学が別途定めるスコアを満たす場合は、個別試験の得点に加点（５～10点※学部・学科により
加点設定は異なる）

ルーテル学院 全学部 一般試験型 △ 120 個別試験「英語」の得点に換算（70～100点）（受験した場合は高得点の方を利用）

法政 デザイン工、理工（機械－航空操縦学
を除く）、情報科学

一般選抜（英語外部試験利用入
試）

★ 142

法政 生命科学 一般選抜（英語外部試験利用入
試）

★ 147

法政 スポーツ健康、キャリアデザイン 一般選抜（英語外部試験利用入
試）

★ 147

法政 人間環境 一般選抜（英語外部試験利用入
試）

★ 147

法政 現代福祉 一般選抜（英語外部試験利用入
試）

★ 154

法政 文（英文）、法（国際政治を除く）、経
済（国際経済）

一般選抜（英語外部試験利用入
試）

★ 162

法政 法（国際政治） 一般選抜（英語外部試験利用入
試）

★ 162

武蔵 全学部 全学部統一グローバル２科目型 ★ ● 140 個別試験の得点に加点（最大150点）

東京都市 全学部 一般選抜（前期・中期） △ KET 個別試験「英語」の得点に換算（60～100点）（受験した場合は高得点の方を利用）

明治 国際日本 学部別（英語４技能試験活用方
式）

★ FCE

明治 国際日本、経営、農 全学部統一（英語４技能３科目方
式）

★ ● PET
140

個別試験「英語」の得点に換算（80～100％）

明治 総合数理 全学部統一（英語４技能４科目方
式）

★ ● PET
140

個別試験「英語」の得点に換算（80～100％）

立教 全学部 一般入試 ●
※

○ 個別試験の得点に加点（学部・学科により加点設定は異なる）
文は対象外の日程あり
※共通テスト「英語」でも代替可

立教 全学部 共通テスト利用入試 △ ○ 共通テスト「外国語」の得点に換算（共通テスト「外国語」の受験は必須、高得点の方を利用）

早稲田 文、文化構想 一般選抜（英語４技能テスト利用
型）

★ 160 他に技能ごとの基準あり

こども教育宝仙 こども教育 一般選抜 △ 120 個別試験「英語」の得点に換算

帝京科学 全学部 一般選抜、大学入学共通テスト
利用選抜

△ PET 合否判定の際に考慮する

関東学院 全学部 一般入学者選抜（英語外部試験
利用型）

● 120 個別試験「英語」の得点に換算（60～100点※国際文化—英語文化のみ120～200点）

北陸 国際コミュニケーション、経済経営 本学独自方式、共通テスト利用
方式

△ 120 個別試験または共通テストの満点を上限に加点（10または20点）

岐阜協立 全学部 一般選抜、共通テスト利用選抜 △ 100 個別試験「英語」の満点を上限に加点（10または100点）
共通テスト「英語」の満点を上限に加点（10または20点）

岐阜聖徳学園 経済情報、看護 一般選抜 △ 120 個別試験「英語」の満点を上限に加点（５～15点）

岐阜聖徳学園 教育 一般選抜（Ｃ日程） △ 140 個別試験「英語」の得点に換算（70～100点）

岐阜聖徳学園 外国語 一般選抜 △ 140 個別試験「英語」の満点を上限に加点（５または10点）
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愛知 全学部 共通テスト利用入試 △ 160 共通テスト「英語」の得点を満点とみなす

愛知 全学部 一般選抜（前期・後期、M方式） △ 160 個別試験「英語」の満点を上限に加点（30点※個別試験「英語」の得点率が70％以上の場合の
み）

愛知学院 全学部 一般選抜（前期Ａ・Ｂ）、共通テス
トプラス試験

△ 160 個別試験「英語」の得点を満点とみなす（個別試験「英語」の受験は必須）

愛知淑徳 全学部 一般入試（前期・共通テストプラス
型）

△ 160 個別試験「英語」の得点を満点とみなす

金城学院 全学部 一般入試（前期英語外部試験利
用型）

● 140 個別試験「英語」の得点に換算（80または100点）（個別試験「英語」は受験できない）

中京 全学部 一般選抜（前期Ａ方式３教科型） △ 160 個別試験「外国語」の得点を満点とみなす（個別試験「英語」の受験は必須）

名古屋外国語 全学部 一般選抜（前期・後期）、前期共
通テストプラス方式

△ 160 個別試験「外国語（リスニング除く）」の満点を上限に加点（20点）

名古屋学院 全学部 共通テスト利用入試、共通テスト
プラス入試

△ 160 共通テスト「英語」の得点を満点とみなす

名古屋経済 全学部 一般入試 △ 160 個別試験「英語」の得点を満点とみなす
※本学会場のみ適用

名古屋芸術 芸術（音楽を除く）、人間発達 一般（１期） △ 120 個別試験「英語」の得点に換算（75～100％）（受験した場合は高得点の方を利用）

名古屋芸術 芸術（音楽、デザインを除く）、人間発
達

一般（２期） △ 120 個別試験「英語」の得点に換算（70～100％）（受験した場合は高得点の方を利用）

名古屋商科 全学部 一般入試 △ 140
※

個別試験「英語」の得点に換算（個別試験「英語」受験者上位10％の平均点）
※リンガスキル（140）の利用可

藤田医科 医療科学、保健衛生 共通テスト利用入試（後期） △ 140 共通テスト「英語」の得点に換算（150点）（高得点の方を利用）

南山 全学部 共通テスト利用入試 △ 160 共通テスト「外国語」の得点を満点とみなす
他に技能ごとの基準あり

南山 全学部 全学統一入試（共通テスト併用
型）

△ 160 共通テスト「外国語」の得点を満点とみなす（大学が別途定めるスコアを満たす場合は個別試験
「外国語」の得点も満点とみなす）
他に技能ごとの基準あり

東海学園 全学部 一般入試（３教科型） △ B1 個別試験「英語」の得点に換算（80または100点）

愛知文教 全学部 一般入試（前期）、共通テスト利
用入試、共通テストプラス入試

△ 160 一般入試：個別試験「英語」の得点を満点とみなす（個別試験「英語」の受験は必須）
共通テスト・共通テストプラス入試：共通テスト「英語」の得点を満点とみなす

びわこ成蹊スポーツ スポーツ 一般選抜入試 △ 120 個別試験「英語」の得点に換算（70～100点）（英資を利用する場合は個別試験「英語」の受験は
必須、高得点の方を利用）

京都外国語 全学部 一般選抜Ａ日程（検定プラス１・２
教科型）

★ ● 120 個別試験に加点（最大400点）

京都産業 全学部 共通テスト利用入試 △ FCE 共通テスト「英語」の得点を満点とみなす

京都先端科学 全学部 一般入試、共通テスト利用入試 △ KET 個別試験または共通テスト「英語」の得点に換算（60～100点）（個別試験または共通テスト「英語」
の受験は必須、高得点の方を利用）

京都精華 全学部 一般選抜（１期Ｂ・Ｃ日程、２期） △ 160 個別試験「英語」の得点を満点とみなす

京都橘 全学部 共通テスト利用選抜 △ 140 共通テスト「英語」の得点に換算（160または200点）（受験した場合は高得点の方を利用）

京都ノートルダム女子 全学部 一般入試 △ 120 個別試験「英語」の得点に加点（５または10％）

佛教 全学部 共通テスト利用選抜（後期） △ 140 共通テスト「英語」の得点に換算（140または200点）（受験した場合は高得点の方を利用）

龍谷 全学部 共通テスト利用入試（前期） △ 160 共通テスト「英語」の得点を満点とみなす

京都華頂 現代家政 一般選抜（Ａ・Ｂ日程） △ 100 個別試験の得点に加点（最大10点）

京都華頂 現代家政（現代家政） 一般選抜（Ｃ日程） △ 120 書類審査の得点に加点（５点）

京都華頂 現代家政 一般選抜（Ｄ・Ｅ日程） △ 120 書類審査の得点に加点（５点）

大阪成蹊 全学部 一般選抜入試（実技型、１教科型
を除く）

△ 120 個別試験「英語」の得点に換算（70～100点）（受験した場合は高得点の方を利用）

大阪経済 全学部 前期Ｃ方式（大学入学共通テスト
利用）

△ 120 共通テスト「英語」の得点に換算（70～100点）（受験した場合は高得点の方を利用）

大阪歯科 全学部 一般選抜 △ 140 個別試験「英語」の得点に換算（英語受験者の平均点に20または30点加算した点数）（受験した
場合は高得点の方を利用）

関西 文、社会安全、法、政策創造、経済、
人間健康

一般入試（英語外部利用方式） ★ 140 ケンブリッジ英語検定はPET以上受検者に限る

関西 文 共通テスト利用入試（英語外部試
験重視方式）

★ ● 140 共通テストの得点に加点（最大200点）
ケンブリッジ英語検定はPET以上受検者に限る

関西 システム理工 共通テスト利用入試（後期英語外
部試験利用方式）

★ 140 ケンブリッジ英語検定はPET以上受検者に限る

関西 外国語 一般入試（英語＋１教科選択方
式）

△ 160 個別試験「外国語」の得点を満点とみなす（個別試験「外国語」の受験はできない）
ケンブリッジ英語検定はFCE以上受検者に限る

摂南 全学部 共通テスト利用入試 △ PET 共通テスト「英語」の得点に換算（80～100％）（受験した場合は高得点の方を利用）

帝塚山学院 全学部 一般選抜（Ａ、Ｂ日程） △ 120 個別試験「英語」の得点に換算（70～100点）（受験した場合は高得点の方を利用）

梅花女子 全学部 一般入試、共通テスト利用入試 △ 120 個別試験または共通テスト「英語」の得点に換算（70～100点）（受験した場合は高得点の方を利
用）

桃山学院 全学部 一般選抜（学科試験型） △ KET 個別試験「英語」の得点に換算（70～100点）（個別試験「英語」の受験は必須、高得点の方を利
用）

桃山学院教育 人間教育 一般選抜 △ KET 個別試験「英語」の得点に換算（70～100点）（個別試験「英語」の受験は必須、高得点の方を利
用）

大阪観光 全学部 一般選抜 △ 140 個別試験「英語」の得点に換算（80点）

大阪河﨑リハビリテー
ション

リハビリテーション 一般選抜（中期・後期）、共通テス
ト利用型（中期・後期）

△ 100 個別試験または共通テスト「英語」の得点に換算（70～100点）（受験した場合は高得点の方を利
用）

大和 全学部 一般選抜、共通テスト利用選抜、
共通テストプラス選抜

△ 140 個別試験または共通テスト「英語」の得点に換算（70～100％）（個別試験または共通テスト「英語」
の受験は必須、高得点の方を利用（ただし満点換算の場合のみ「英語」の受験を免除）

大手前 全学部 一般選抜（Ａ、Ｂ日程） △ 140 個別試験「英語」の得点を満点とみなす（個別試験「英語」は受験できない）

関西学院 全学部 大学入学共通テストを利用する
入学試験（英語検定試験活用型）

★ 160

甲南 全学部（文—歴史文化、マネジメント
創造、フロンティアサイエンス、理工を
除く）

共通テスト利用型（前期）外部英
語試験活用型

★ ● PET 共通テストの得点に加点（最大100または200点）

甲南 文—歴史文化、マネジメント創造、フロ
ンティアサイエンス、理工

共通テスト利用型（前期）外部英
語試験活用型

★ PET

神戸海星女子学院 現代人間 一般前期Ａ・Ｂ △ 142 個別試験「英語」の得点に換算（80～100点）（受験した場合は高得点の方を利用）

神戸国際 全学部 一般入試 △ 120 個別試験の得点に加点（10または20点）

関西福祉 全学部 一般前期、前期共通テストプラ
ス、一般後期（科目試験方式）

△ 120 個別試験「英語」の得点に換算（70～90％）（受験した場合は高得点の方を利用）

畿央 全学部 共通テスト利用入試 △ PET 共通テスト「英語」の満点を上限に加点（５～10％）

帝塚山 全学部 一般選抜（Ａ日程） △ PET 個別試験「英語」の得点に換算（70～100点）（受験した場合は高得点の方を利用）

広島修道 全学部 一般選抜（前期Ｃ日程） △ 120 個別試験の満点を上限に加点（５または10点）

梅光学院 全学部 個別試験入試、共通テスト成績
利用入試

△ 120 個別試験または共通テスト「英語」の得点に換算（60～100％）（個別試験または共通テスト「英語」
の受験は必須、高得点の方を利用）

九州産業 全学部 一般選抜（前期日程） △ 140 個別試験「英語」の得点に換算（70～100点）（個別試験「英語」の受験は必須、高得点の方を利
用）

久留米 全学部（医を除く） 共通テスト英語４技能利用選抜 ★ ● 120 共通テストの得点に加点（最大30点）

西南学院 全学部（神を除く） 共通テスト利用入試 △ FCE 共通テスト「英語」を満点とみなす

西南学院 神、外国語、法、経済、人間科学（心
理）

英語４技能利用型一般入試 ★ ● PET 大学が別途定めるスコアを満たす場合は個別試験の得点に加点（※学部・学科により加点設定
は異なる）
他に技能ごとの基準あり

中村学園 全学部 共通テスト利用選抜 △ 140 共通テスト「英語」の満点を上限に加点（10または30点）
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中村学園 流通科学 一般選抜（グローバル人材育成
選抜）

★ 140

福岡 全学部 共通テスト利用型、共通テスト併
用型

△ 140 共通テスト「英語」の満点を上限に加点（20または40点）

福岡女学院 全学部 共通テストプラス（基礎試験併用
型）

△ 120 個別試験「英語」の得点に換算（75～100点）

長崎国際 人間社会、健康管理（Ｂ日程は人間
社会のみ）

一般選抜（Ａ・Ｂ日程） △ 100 個別試験「英語」の満点を上限に加点（５～20点）

長崎国際 薬 一般選抜（Ａ日程） △ 120 個別試験「英語」の満点を上限に加点（５～15点）

長崎外国語 全学部 一般入試、共通テスト利用入試、
スカラシップ入試

△ B1 個別試験または共通テスト「英語」の満点を上限に加点（５または20点）

熊本学園 全学部（社会福祉（第二部）を除く） 一般選抜 △ 140 個別試験「英語」の得点に加点（５または15点）

尚絅 現代文化 一般選抜 △ 120 個別試験「英語」の得点に換算（65～100％）（個別試験「英語」の受験は必須、高得点の方を利
用）

別府 全学部 一般選抜、共通テスト利用 △ 120 個別試験または共通テストの得点に加点（５～25点）

立命館アジア太平洋 全学部 共通テスト方式 △ 160 共通テスト「英語」の得点を満点とみなす

沖縄キリスト教学院 人文 一般選抜 △ A2 個別試験「英語」の選択問題の得点に換算（リスニング・英作文の受験は必須）
英検準１級以上またはそれに相当するレベルを有する者は個別試験「英語」を満点とみなす
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