
試験方式 試験教科・科目 試験日 試験時間 配点 備考

一般入試

外国語 英語（コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ）

2021年2月10日（水）

10:30 〜12:00 90分 200点

国語 国語総合（近代以降の文章） 13:25 〜14:25 60分 100点

合否判定は、2教科の合計得点（300点満点）で行います。

英語外部検定
試験利用入試

個別試験 一般入試の国語 国語総合（近代以降の文章）

2021年2月10日（水）

13:25 〜14:25 60分 100点

英語資格・
検定試験

2019年1月1日以降に実施（英検については2次試験日）された、次の1〜7のいずれかの要件を満たすことを
出願資格とします。
１. TOEFL iBT®（Special Home Edition含む）＊1　42以上
２. TOEIC® Ｌ＆Ｒ　550以上かつＳ＆Ｗ　240以上（除IPテスト）
３. TEAP＊2（4技能パターン）　225 以上
４. TEAP CBT＊2　420以上
５.  実用英語技能検定（英検CBT、英検S-CBT、英検S-Interview含む）　CSE2.0スコア1980以上（受験級は

2級以上）
６. GTEC（CBTタイプに限る）　960以上
７. ケンブリッジ英語検定　A2 key（KET）以上または4技能CBT Linguaskillスコア140以上

── ── 200点

注：  英語資格・検定試験のスコアの高低に応じ、得点（200点満点）に換算します。 
換算の目安は、「入学試験要項」（本学Webサイトで11月中旬公開予定）に掲載します。

＊1 TOEFL iBT®（Special Home Edition含む）について、MyBestスコアは受け付けません。
＊2  TEAPおよびTEAP CBTについては、各受験回の合計点のみを有効とします。複数回受験した場合でも、各技能の最高点の合算は行

いません。

合否判定は、「国語」の得点（100点満点）と各検定試験のスコアを得点（200点満点）に換算し、合計得点（300点満点）で行います。

共通テスト
併用方式

大学入学
共通テスト

外国語 英語（「リスニング」を含む） ── ── 100点 「リーディング」の配点は100点を80点に、「リスニング」の配点は100点を20点に、それぞれ換算します。大学入試センターから「リスニ
ング」の免除を認められている場合は、「リーディング」の得点をそのまま合否判定に使用します。

数学 「数学Ⅰ・数学A」、「数学Ⅱ・数学B」（2科目）

2021年2月10日（水）

── ──
各100点 

2科目 
200点

個別試験 一般入試の
外国語 英語（コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ） 10:30 〜12:00 90分 100点 配点は一般入試の200点を100点に換算します。

＊ 共通テスト併用方式は、一般入試の指定科目の得点と大学入学共通テストの指定科目の得点を組み合わせて合否判定
する、一般入試や共通テスト単独方式とは別の入学試験です。 合否判定は、大学入学共通テストで受験した2教科3科目（300点満点）と、個別試験（100点満点）の合計得点（400点満点）で行います。

共通テスト
単独方式

前
期
選
考
・
後
期
選
考

４
教
科
型

大学入学
共通テスト

外国語 英語（「リスニング」を含む）

──

── ── 200点 「英語」について、「リーディング」は100点を160点に、「リスニング」は100点を40点に、それぞれ換算します。
大学入試センターから「リスニング」の免除を認められている場合は、「リーディング」の配点を200点に換算します。

国語 国語 ── ── 100点

数学 「数学Ⅰ・数学A」、「数学Ⅱ・数学B」から1科目選択 ── ── 100点 2科目受験した場合は、高得点の1科目の得点を合否判定に使用します。

地理歴史・公民 地理歴史・公民（「世界史B」、「日本史B」、「地理B」、「現代社会」、「倫理」、 「政治・経済」、
「倫理、政治・経済」）から1科目選択 ── ── 100点 2科目受験した場合は、高得点の1科目の得点を合否判定に使用します。

合否判定は、大学入学共通テストで受験した4教科4科目の合計得点（500点満点）で行います。

３
教
科
型

大学入学
共通テスト

外国語 英語（「リスニング」を含む） ── ── 200点 「英語」について、「リーディング」は100点を160点に、「リスニング」は100点を40点に、それぞれ換算します。
大学入試センターから「リスニング」の免除を認められている場合は、「リーディング」の配点を200点に換算します。

国語 国語 ── ── 100点

地理歴史・公民 
数学

地理歴史・公民（「世界史B」、「日本史B」、「地理B」、「現代社会」、「倫理」、 「政治・経済」、
「倫理、政治・経済」）、数学（「数学Ⅰ・数学A」、「数学Ⅱ・数学B」）から1科目選択 ── ── 100点 2科目以上受験した場合は、高得点の1科目の得点を合否判定に使用します。

合否判定は、大学入学共通テストで受験した3教科3科目の合計得点（400点満点）で行います。

統一入試 →P137参照 2021年2月9日（火）
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試験方式

一般入試
英語外部検定試験利用入試
大学入学共通テスト利用入試

試験方式 試験教科・科目 試験日 試験時間 配点 備考

一般入試

外国語 英語（コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ）

2021年2月10日（水）

10:30 〜12:00 90分 200点

国語 国語総合（近代以降の文章） 13:25 〜14:25 60分 100点

合否判定は、2教科の合計得点（300点満点）で行います。

英語外部検定
試験利用入試

個別試験 一般入試の国語 国語総合（近代以降の文章）

2021年2月10日（水）

13:25 〜14:25 60分 100点

英語資格・
検定試験

2019年1月1日以降に実施（英検については2次試験日）された、次の1〜7のいずれかの要件を満たすことを
出願資格とします。
１. TOEFL iBT®（Special Home Edition含む）＊1　42以上
２. TOEIC® Ｌ＆Ｒ　550以上かつＳ＆Ｗ　240以上（除IPテスト）
３. TEAP＊2（4技能パターン）　225 以上
４. TEAP CBT＊2　420以上
５.  実用英語技能検定（英検CBT、英検S-CBT、英検S-Interview含む）　CSE2.0スコア1980以上（受験級は

2級以上）
６. GTEC（CBTタイプに限る）　960以上
７. ケンブリッジ英語検定　A2 key（KET）以上または4技能CBT Linguaskillスコア140以上

── ── 200点

注：  英語資格・検定試験のスコアの高低に応じ、得点（200点満点）に換算します。 
換算の目安は、「入学試験要項」（本学Webサイトで11月中旬公開予定）に掲載します。

＊1 TOEFL iBT®（Special Home Edition含む）について、MyBestスコアは受け付けません。
＊2  TEAPおよびTEAP CBTについては、各受験回の合計点のみを有効とします。複数回受験した場合でも、各技能の最高点の合算は行

いません。

合否判定は、「国語」の得点（100点満点）と各検定試験のスコアを得点（200点満点）に換算し、合計得点（300点満点）で行います。

共通テスト
併用方式

大学入学
共通テスト

外国語 英語（「リスニング」を含む） ── ── 100点 「リーディング」の配点は100点を80点に、「リスニング」の配点は100点を20点に、それぞれ換算します。大学入試センターから「リスニ
ング」の免除を認められている場合は、「リーディング」の得点をそのまま合否判定に使用します。

数学 「数学Ⅰ・数学A」、「数学Ⅱ・数学B」（2科目）

2021年2月10日（水）

── ──
各100点 

2科目 
200点

個別試験 一般入試の
外国語 英語（コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ） 10:30 〜12:00 90分 100点 配点は一般入試の200点を100点に換算します。

＊ 共通テスト併用方式は、一般入試の指定科目の得点と大学入学共通テストの指定科目の得点を組み合わせて合否判定
する、一般入試や共通テスト単独方式とは別の入学試験です。 合否判定は、大学入学共通テストで受験した2教科3科目（300点満点）と、個別試験（100点満点）の合計得点（400点満点）で行います。

共通テスト
単独方式

前
期
選
考
・
後
期
選
考

４
教
科
型

大学入学
共通テスト

外国語 英語（「リスニング」を含む）

──

── ── 200点 「英語」について、「リーディング」は100点を160点に、「リスニング」は100点を40点に、それぞれ換算します。
大学入試センターから「リスニング」の免除を認められている場合は、「リーディング」の配点を200点に換算します。

国語 国語 ── ── 100点

数学 「数学Ⅰ・数学A」、「数学Ⅱ・数学B」から1科目選択 ── ── 100点 2科目受験した場合は、高得点の1科目の得点を合否判定に使用します。

地理歴史・公民 地理歴史・公民（「世界史B」、「日本史B」、「地理B」、「現代社会」、「倫理」、 「政治・経済」、
「倫理、政治・経済」）から1科目選択 ── ── 100点 2科目受験した場合は、高得点の1科目の得点を合否判定に使用します。

合否判定は、大学入学共通テストで受験した4教科4科目の合計得点（500点満点）で行います。

３
教
科
型

大学入学
共通テスト

外国語 英語（「リスニング」を含む） ── ── 200点 「英語」について、「リーディング」は100点を160点に、「リスニング」は100点を40点に、それぞれ換算します。
大学入試センターから「リスニング」の免除を認められている場合は、「リーディング」の配点を200点に換算します。

国語 国語 ── ── 100点

地理歴史・公民 
数学

地理歴史・公民（「世界史B」、「日本史B」、「地理B」、「現代社会」、「倫理」、 「政治・経済」、
「倫理、政治・経済」）、数学（「数学Ⅰ・数学A」、「数学Ⅱ・数学B」）から1科目選択 ── ── 100点 2科目以上受験した場合は、高得点の1科目の得点を合否判定に使用します。

合否判定は、大学入学共通テストで受験した3教科3科目の合計得点（400点満点）で行います。

統一入試 →P137参照 2021年2月9日（火）

1 . 入学検定料は一般入試＝ ¥35 ,000、共通テスト併用方式＝ ¥19 ,000、英語外部検定試験利用入試＝ ¥19 ,000、 
共通テスト単独方式＝ ¥ 15 , 000 です。

2 . 一般入試との併願により、共通テスト併用方式、共通テスト単独方式（ 前期選考 ）および英語外部検定試験利用
入試の入学検定料が免除されます。

国際経営学部
入試のポイント
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