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配点 備考 配点 備考

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) 150点 国際企業関係法学科は配点を200点に換算します。 外国語 英語(「リスニング」を除く) 150点
「リーディング」の配点を150点(国際企業関係法学科は200点)に換算します。
※特例追試験の「英語」を受験した場合は、「筆記」の配点を150点に換算します。国際企業関係法学科は「筆記」の得点をそのまま合
否判定に使用します。

国語 国語総合(漢文を除く) 100点 国語 国語(漢文を除く) 100点 配点は、漢文を除く150点を100点に換算します。

地理歴史・公民 世界史B、日本史B、政治・経済から1科目選択 100点 地理歴史・公民 地理歴史・公民(「世界史B」、「日本史B」、「政治・経
済」)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科目を合否判定に使用します。

数学 数学(数学I、数学II、数学A、数学B〈数列、ベクト
ル〉) 100点 数学 数学(「数学I・数学A」、「数学II・数学B」)※2科目必須 100点 「数学I・数学A」「数学II・数学B」の2科目で1科目として取り扱い、2科目の合計得点200点を100点に換算し合否判定に使用します。

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) 150点 国際企業関係法学科は配点を200点に換算します。 外国語 英語(「リスニング」を除く) 150点
「リーディング」の配点を150点(国際企業関係法学科は200点)に換算します。
※特例追試験の「英語」を受験した場合は、「筆記」の配点を150点に換算します。国際企業関係法学科は「筆記」の得点をそのまま合
否判定に使用します。

国語 国語総合(漢文を除く) 100点 国語 国語(漢文を除く) 100点 配点は、漢文を除く150点を100点に換算します。

地理歴史・公民
数学

世界史B、日本史B、政治・経済、数学(数学I、数
学II、数学A、数学B〈数列、ベクトル〉)から1科目選
択

100点 「地理歴史・公民」と「数学」の2教科の受験可。その場合、高得点の1教科を合否判定に使用します。 地理歴史・公民
数学

地理歴史・公民(「世界史B」、「日本史B」、「政治・経
済」)から1科目選択、または数学(「数学I・数学A」「数学
II・数学B」※2科目必須)

100点
2科目受験した場合は、高得点の1科目を合否判定に使用します。
「数学」について、「数学I・数学A」「数学II・数学B」の2科目で1科目として取り扱い、2科目の合計得点200点を100点に換算し合否
判定に使用します。

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) 150点 国際企業関係法学科は配点を200点に換算します。 外国語 英語(「リスニング」を除く) 150点
「リーディング」の配点を150点(国際企業関係法学科は200点)に換算します。
※特例追試験の「英語」を受験した場合は、「筆記」の配点を150点に換算します。国際企業関係法学科は「筆記」の得点をそのまま合
否判定に使用します。

国語 国語総合(漢文を除く) 100点 国語 国語(漢文を除く) 100点 配点は、漢文を除く150点を100点に換算します。

地理歴史・公民 世界史B、日本史B、政治・経済から1科目選択 100点 地理歴史・公民 地理歴史・公民(「世界史B」、「日本史B」、「政治・経
済」)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科目を合否判定に使用します。

数学 数学(数学I、数学II、数学A、数学B〈数列、ベクト
ル〉) 100点 数学 数学(「数学I・数学A」、「数学II・数学B」)※2科目必須 100点 「数学I・数学A」「数学II・数学B」の2科目で1科目として取り扱い、2科目の合計得点200点を100点に換算し合否判定に使用します。

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) 150点 国際企業関係法学科は配点を200点に換算します。 外国語 英語(「リスニング」を除く) 150点
「リーディング」の配点を150点(国際企業関係法学科は200点)に換算します。
※特例追試験の「英語」を受験した場合は、「筆記」の配点を150点に換算します。国際企業関係法学科は「筆記」の得点をそのまま合
否判定に使用します。

国語 国語総合(漢文を除く) 100点 国語 国語(漢文を除く) 100点 配点は、漢文を除く150点を100点に換算します。

地理歴史・公民
数学

世界史B、日本史B、政治・経済、数学(数学I、数
学II、数学A、数学B〈数列、ベクトル〉)から1科目選
択

100点 「地理歴史・公民」と「数学」の2教科の受験可。その場合、高得点の1教科の得点を合否判定に使用します。 地理歴史・公民
数学

地理歴史・公民(「世界史B」、「日本史B」、「政治・経
済」)から1科目選択、または数学(「数学I・数学A」「数学
II・数学B」※2科目必須)

100点
2科目受験した場合は、高得点の1科目を合否に判定に使用します。
「数学」について、「数学I・数学A」「数学II・数学B」の2科目で1科目として取り扱い、2科目の合計得点200点を100点に換算し合否
判定に使用します。

外国語 英語(「リスニング」を含む)、ドイツ語、フランス語、中国
語、韓国語から1科目選択

100点
「外国語」(「英語」は「リスニング」の得点を含む)の配点は、200点を100点に換算します。「英語」について、「リーディン
グ」と「リスニング」の配点はそれぞれ100点を50点に換算します。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」の配点をそのまま合否判定に使用します。

外国語 英語(「リスニング」を含む)、ドイツ語、フランス語、中国語、
韓国語から1科目選択

300点

「外国語」(「英語」は「リーディング」の配点は100点を250点(国際企業関係法学科は350点)に、「リスニング」の配点は100点を50点に
それぞれ換算します。その他の「外国語」は、200点を300点(国際企業関係法学科は400点)に換算します。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300点(国際企業関係法学科は400点)に換算します。
※特例追試験の「英語」を受験した場合は、「筆記」の配点は200点を280点(国際企業関係法学科は380点)に、「リスニング」の配点
は50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、「筆記」の配点を300点(国際
企業関係法学科は400点)に換算します。

国語 国語 200点 国語 国語 200点

地理歴史・公民
理科
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」)、理科(「物
理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」、
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」)から1科目選択
数学(「数学I・数学A」、「数学II・数学B」、「簿記・
会計」、「情報関係基礎」)から1科目選択
合わせて2教科2科目選択

各100点
2教科
2科目
200点

2教科2科目を超えて受験した場合は、「数学」1科目を含めた高得点の2科目を合否判定に使用します(「数学」2科目
でも可。ただし、この場合も2教科以上受験すること)。
「数学」について、「簿記・会計」、「情報関係基礎」を選択できるものは、高等学校または中等教育学校において、これら
の科目を履修した者および専修学校の高等課程の修了(見込)者に限ります。
「理科」について、基礎を付した科目は、2科目で1科目として取り扱い、2科目目の合計得点を合否判定に使用します。

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) 200点 配点は、一般入試の150点を200点(国際企業関係法学科は300点)に換算します。

共通テスト
併用方式

大学入学
共通テスト

3教科型

合否判定は、大学入学共通テストで受験した4教科4科目のうち、「外国語」、「国語」の2教科と、選択受験した「数学」を含む2教科2科目以上のうち、高得点の2科目(４科目合計500点満点)と、個別試験(200点満点、国際企業関
係法学科は300点満点)の合計得点(700点満点、国際企業関係法学科は800点満点)で行います。

合否判定は、3教科3科目の合計得点(350点満点、国際企業関係法学科は400点満点)で行います。
得点は必要に応じ、偏差点を使用する場合があります。

合否判定は、４教科4科目の合計得点(450点満点、国際企業関係法学科は500点満点)で行います。
得点は必要に応じ、偏差点を使用する場合があります。

各100点
2教科
2科目
200点

合否判定は、大学入学共通テストで受験した4教科4科目のうち、「外国語」、「国語」の2教科と、選択受験した「数学」を含む2教科2科目以上のうち、高得点の2科目(４科目合計500点満点)の合計得点(700点満点、国際
企業関係法学科は800点満点)で行います。

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(450点満点、国際企業関係法学科は500点満点)で行います。

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(350点満点、国際企業関係法学科は400点満点)で行います。

2教科2科目を超えて受験した場合は、「数学」1科目を含めた高得点の2科目を合否判定に使用します(「数学」2科目でも可。ただし、こ
の場合も2教科以上受験すること)。
「数学」について、「簿記・会計」、「情報関係基礎」を選択できるものは、高等学校または中等教育学校において、これらの科目を履修した
者および専修学校の高等課程の修了(見込)者に限ります。
「理科」について、基礎を付した科目は、2科目で1科目として取り扱い、2科目目の合計得点を合否判定に使用します。

地理歴史・公民
理科
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」)、理科(「物理基
礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」、「物理」、
「化学」、「生物」、「地学」)から1科目選択
数学(「数学I・数学A」、「数学II・数学B」、「簿記・会
計」、「情報関係基礎」)から1科目選択
合わせて2教科2科目選択

【特別措置】

3教科型

【法学部】　2021年度中央大学入学試験特別措置読替一覧

合否判定は3教科3科目の合計得点(350点満点、国際企業関係法学科は400点満点)で行います。
合否判定においては原則として偏差点を使用します。

合否判定は4教科4科目の合計得点(450点満点、国際企業関係法学科は500点満点)で行います。
合否判定においては原則として偏差点を使用します。

【本来の入学試験】

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(450点満点、国際企業関係法学科は500点満点)で行います。

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(350点満点、国際企業関係法学科は400点満点)で行います。

試験方式 試験教科・科目 大学入学共通テストの試験教科・科目

統一入試

4教科型

一般入試

4教科型



 2020年12月17日

配点 備考 配点 備考

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) 100点

国語 国語総合(漢文を除く) 100点 国語 国語（漢文を除く） 100点 配点は150点を100点に換算します。

地理歴史・公民 世界史B、日本史B、政治・経済から1科目選択 100点 地理歴史・公民 地理歴史・公民(「世界史B」、「日本史B」、「政治・経
済」)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。

数学 数学(数学I、数学II、数学A、数学B〈数列、ベ
クトル〉) 100点 数学 「数学Ⅰ・数学A」、「数学II・数学B」※2科目必須 100点 「数学Ⅰ・数学A」「数学Ⅱ・数学B」の2科目で1科目として取り扱い、2科目の合計得点200点を100点に換算し合

否判定に使用します。

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) 150点 外国語 英語(「リスニング」は除く) 150点 「リーディング」の100点を150点に換算します。

※特例追試験の「英語」を受験した場合、「リーディング」の200点を150点に換算します。

国語 国語総合(漢文を除く) 100点 国語 国語(漢文を除く) 100点 配点は150点を100点に換算します。

地理歴史・公民
数学

世界史B、日本史B、政治・経済、数学(数学I、
数学II、数学A、数学B〈数列、ベクトル〉)から1
科目選択

100点 「地理歴史・公民」と「数学」の両方を受験した場合は、高得点の1教科の得点を合否
判定に使用します。

地理歴史・公民
数学

地理歴史・公民(「世界史B」、「日本史B」、「政治・経
済」)から1科目選択、または数学(「数学Ⅰ・数学A」
「数学II・数学B」※2科目必須)

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。
「数学」について、「数学Ⅰ・数学A」「数学Ⅱ・数学B」の2科目で1科目として取り扱い、2科目の合計得点200点を
100点に換算し合否判定に使用します。

一般入試の国語 国語総合(漢文を除く) 100点 国語 国語(漢文を除く) 100点 配点は、150点を100点に換算します。

一般入試の地理歴
史・公民、数学

世界史B、日本史B、政治・経済、数学(数学I、
数学II、数学A、数学B〈数列、ベクトル〉)から1
科目選択

100点 「地理歴史・公民」と「数学」の両方を受験した場合は、高得点の1教科の得点を合否
判定に使用します。

地理歴史・公民
数学

地理歴史・公民(「世界史B」、「日本史B」、「政治・経
済」)から1科目選択、または数学(「数学Ⅰ・数学A」
「数学II・数学B」※2科目必須)

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。
「数学」について、「数学Ⅰ・数学A」「数学Ⅱ・数学B」の2科目で1科目として取り扱い、2科目の合計得点200点を
100点に換算し合否判定に使用します。

英語資格・
検定試験 150点

注：英語資格・検定試験のスコアの高低に応じ、得点(150点満点)に換算します。
換算の目安は、「入学試験要項」で確認してください。
＊TEAP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。

150点

注：英語資格・検定試験のスコアの高低に応じ、得点(150点満点)に換算します。
換算の目安は、「入学試験要項」で確認してください。
＊TEAP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。

外国語 英語(「リスニング」を含む) 100点
配点は、「リーディング」は100点を80点に、「リスニング」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」の配点をそのまま合否判定に使用します。

外国語 英語(「リスニング」を含む) 100点

配点は、「リーディング」は100点を80点に、「リスニング」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」の配点をそのまま合否判定に使用します。
※特例追試験の「英語」を受験した場合、「筆記」の配点は200点を80点に、「リスニング」の配点は50点を20点に換
算します。特例追試験で「リスニング」の免除を認められている場合は「筆記」の配点を100点に換算します。

国語 国語 100点 配点は200点を100点に換算します。 国語 国語 100点 配点は200点を100点に換算します。

一般入試の
数学

数学(数学I、数学II、数学A、数学B〈数列、ベ
クトル〉) 150点 配点は、一般入試の100点を150点に換算します。 数学 数学(「数学Ⅰ・数学A」「数学II・数学B」)※2科目必

須 150点 「数学Ⅰ・数学A」「数学Ⅱ・数学B」の2科目で1科目として取り扱い、2科目の合計得点200点を150点に換算し合
否判定に使用します。

※特例追試験の「英語」を受験した場合、「リーディング」の200点を100点に換算します。

合否判定は全登録受験科目(「地理歴史・公民」および「数学」については、いずれか1科目または両方を出願時に登録)の中から高得点の3教科3科目の合計得点(各100点
合計300点満点、「外国語」は150点を100点に換算)で行います。
合否判定においては原則として偏差点を使用します。

合否判定は、大学入学共通テストで受験した4教科もしくは3教科の中から高得点の3教科3科目の合計得点(各100点合計300点満点)で行います。

【経済学部】　2021年度中央大学入学試験特別措置読替一覧

【本来の入学試験】 【特別措置】

試験方式 試験教科・科目 大学入学共通テストの試験教科・科目

統一入試

下記の4教科より3教科選択(4教科の受験も可。その場合は高得点の3教科を合否判定に使用します)

外国語 英語(「リスニング」は除く) 100点

一般入試

合否判定は、３教科３科目合計得点(350点満点)で行きます。得点は全科目偏差点を使用します。 合否判定は、大学入学共通テストで受験した３教科３科目合計得点(350点満点)で行います。

英語外部検定試験
利用入試

個別試験

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
～4のいずれかの要件を満たすことを出願資格とします。
1．実用英語技能検定(英検CBT、英検S-CBT、英検S-Interview
を含む) 　CSE2.0スコア1728以上(※受験級は2級以上)
2．TEAP＊(4技能パターン)　135以上
3．TEAP CBT　235以上
4．GTEC(CBTタイプ、Advancedタイプ)　690以上

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1～4の
いずれかの要件を満たすことを出願資格とします。
1．実用英語技能検定試験(英検CBT、英検S-CBT、英検S-Interviewを
含む)　CSE2.0スコア1728以上(※受験級は2級以上)
2．TEAP＊(4技能パターン)　135以上
3．TEAP CBT　235以上
4．GTEC(CBTタイプ、Advancedタイプ)690以上

合否判定は一般入試「国語」および「地理歴史・公民」もしくは「数学」の2教科2科目の合計得点(200点満点)と、各検定試験のスコアを換算した得点(150点満点)の合計
得点(350点満点)で行います。得点は必要に応じ、偏差点を使用する場合があります。

合否判定は大学入学共通テストの「国語」と、「地理歴史・公民」および「数学」から高得点の1科目の合計得点(200点満点)と、各検定試験のスコアを換算した得点(150点満点)の合計得点(350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

個別試験
合否判定は大学入学共通テストで受験した2教科2科目の得点(200点満点)と、個別試験(150点満点)の合計点数(350点満点)で行います。得点は全科目偏差点を使
用します。 合否判定は大学入学共通テストで受験した「外国語」と「国語」の2科目の得点(200点満点)と、「数学」(150点満点)の合計得点(350点満点)で行います。



  2020年12月17日

配点 備考 配点 備考

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) 150点 外国語 英語(「リスニング」を含む) 150点

「リーディング」の配点は100点を120点に、「リスニング」の配点は100点を30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150点に換算します。

※特例追試験の「英語」を受験した場合、「筆記」の配点は200点を120点に、「リスニング」の配点は50点を30点に換算します。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「筆記」の得点を150点に換算して使用します。

国語 国語総合(漢文を除く) 100点 国語 国語 100点 配点は、200点を100点に換算します。

地理歴史・公民
数学

世界史B、日本史B、政治・経済、数学(数学I、数学II、数学A、
数学B〈数列、ベクトル〉)から1科目選択 100点 「地理歴史・公民」と「数学」の両方を受験した場合は、高得点の1教科の得点を合

否判定に使用します。
地理歴史・公民
数学

地理歴史・公民(「世界史B」、「日本史B」、「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 数学については「数学I・数学A」と「数学II・数学B」の2科目（各100点）を必須とし、200点を100点に換算します。

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) 150点 外国語 英語(「リスニング」を含む) 150点

「リーディング」の配点は100点を120点に、「リスニング」の配点は100点を30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150点に換算します。

※特例追試験の「英語」を受験した場合、「筆記」の配点は200点を120点に、「リスニング」の配点は50点を30点に換算します。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「筆記」の得点を150点に換算して使用します。

国語 国語総合(漢文を除く) 100点 国語 国語 100点 配点は、200点を100点に換算します。

地理歴史・公民
数学

世界史B、日本史B、政治・経済、数学(数学I、数学II、数学A、
数学B〈数列、ベクトル〉)から1科目選択 100点 「地理歴史・公民」と「数学」の両方を受験した場合は、高得点の1教科の得点を合

否判定に使用します。
地理歴史・公民
数学

地理歴史・公民(「世界史B」、「日本史B」、「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 数学については「数学I・数学A」と「数学II・数学B」の2科目(各100点)を必須とし、200点を100点に換算します。

外国語 英語(「リスニング」を含む) 100点 「リーディング」と「リスニング」の配点は、それぞれ100点を50点に換算します。

数学 「数学I・数学A」、「数学II・数学B」(2科目)
各100点
2科目
200点

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) 150点

一般入試の数学 数学(数学I、数学II、数学A、数学B〈数列、ベクトル〉) 100点

外国語 英語(「リスニング」を含む) 100点 「リーディング」と「リスニング」の配点は、それぞれ100点を50点に換算します。 外国語 英語(「リスニング」を含む) 100点 特例追試験の「英語」を受験した場合は、「筆記」の配点は200点を50点に換算し、「リスニング」の配点は50点とします。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「筆記」の得点を100点に換算して使用します。

数学 「数学I・数学A」、「数学II・数学B」(2科目)
各100点
2科目
200点

数学 「数学I・数学A」、「数学II・数学B」
各100点
2科目
200点

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) 150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) 150点

一般入試の数学 数学(数学I、数学II、数学A、数学B〈数列、ベクトル〉) 100点 個別試験
一般入試の数学 数学(数学I、数学II、数学A、数学B〈数列、ベクトル〉) 100点

「数学I・数学A」と「数学II・数学B」の2科目(各100点)を必須とし、200点を300点に換算します。

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2教科(250点満点)の合計得点(550点満点)で行います。 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(550点満点)で行います。

共通テスト
併用方式

(A[2/11]: 本学
個別試験を受験
し、大学入学共通
テストの特例追試験

受験者)

大学入学
共通テスト

個別試験

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2教科(250点満点)の合計得点(550点満点)で行います。 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2教科(250点満点)の合計得点(550点満点)で行います。

共通テスト
併用方式

(A[2/11]:本学個
別試験未受験者)
(B[2/13]:本学個
別試験未受験者)

大学入学
共通テスト 外国語 英語(「リスニング」を含む) 250点

「リーディング」の配点は100点を200点に、「リスニング」の配点は100点を50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250点に換算します。

※特例追試験の「英語」を受験した場合は、「筆記」の配点は200点、「リスニング」の配点は50点とします。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「筆記」の得点を250点に換算して使用します。

個別試験 数学 「数学I・数学A」、「数学II・数学B」 300点

統一入試

合否判定は、3教科3科目の合計得点(350点満点)で行います。
「地理歴史・公民」と「数学」の両方を受験した場合は、高得点の教科の得点を合否判定に使用します。
合否判定においては原則として偏差点で使用します。

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(350点満点)で行います。
「地理歴史・公民」および「数学」については、出願時に登録した科目を合否判定に使用します。
「地理歴史・公民」と「数学」の両方を受験した場合は、高得点の1教科の得点を合否判定に使用します。

一般入試

合否判定は、3教科3科目の合計得点(350点満点)で行います。
得点は全科目偏差点を使用します。

合否判定は、大学入学共通テストで受験したの3教科3科目の合計得点(350点満点)で行います。
「地理歴史・公民」および「数学」については、出願時に登録した科目を合否判定に使用します。
「地理歴史・公民」と「数学」の両方を受験した場合は、高得点の1教科の得点を合否判定に使用します。

【商学部】2021年度中央大学入学試験特別措置読替一覧

【本来の入学試験】 【特別措置】

試験方式 試験教科・科目 大学入学共通テストの試験教科・科目



 2020年12月17日

配点 備考 配点 備考

英語(コミュニケーション英語I・II・III、英語表現I・II) 100点 英語(「リスニング」を除く) 100点 「リーディング」の配点をそのまま使用します。
※特例追試験の「英語」を受験した場合、「筆記」の配点は200点を100点に換算して使用します。

物理学科、電気電子情報通
信工学科を除く8学科

物理(「物理基礎」、「物理」)、化学(「化学基礎」、「化学」)、
生物(「生物基礎」、「生物」)から1科目選択

物理学科、電気電子情報通信工
学科を除く8学科 「物理」、「化学」、「生物」から1科目選択

物理学科、電気電子情報通
信工学科

物理(「物理基礎」、「物理」)、化学(「化学基礎」、「化学」)か
ら1科目選択

物理学科、電気電子情報通信工
学科 「物理」、「化学」から1科目選択

数学(数学I、数学II、数学III、数学A、数学B〈数列、ベクト
ル〉) 100点 数学科は配点を200点に換算します。 「数学I・数学A」、「数学II・数学B」 100点 「数学I・数学A」の配点は100点を50点に、「数学II・数学B」の配点は100点を50点に、それぞれ換算します。

数学科の配点は200点となります。

大学入学
共通テスト 英語(「リスニング」を含む) 150点

「リーディング」の配点は100点を120点に、「リスニング」の配点は100点を30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150点に換算します。

英語(「リスニング」を含む) 150点

「リーディング」の配点は100点を120点に、「リスニング」の配点は100点を30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150点に換算して使用します。
※特例追試験の「英語」を受験した場合、「筆記」の配点は200点を120点に、「リスニング」の配点は50点を30点に
換算します。特例追試験で「リスニング」の免除を認められている場合は「筆記」の配点を150点に換算して使用します。

数学科、物理学科、都市環境
学科

物理(「物理基礎」、「物理」)、化学(「化学基礎」、「化学」)か
ら各3題、計6題出題し、そのうち任意の3題を選択解答

数学科、物理学科、都市環境学
科 「物理」、「化学」から1科目選択

数学科、物理学科、都市環境
学科を除く7学科

物理(「物理基礎」、「物理」)、化学(「化学基礎」、「化学」)、
生物(「生物基礎」、「生物」)から各3題、計9題出題し、そのう
ち任意の3題を選択解答

数学科、物理学科、都市環境学
科を除く7学科 「物理」、「化学」、「生物」から1科目選択

数学(数学I、数学II、数学III、数学A、数学B〈数列、ベクト
ル〉)から4題出題し、そのうち任意の3題を選択解答 150点 数学科は配点を300点に換算します。

4題選択解答すると「数学」全ての解答が無効になります。 「数学I・数学A」、「数学II・数学B」(2科目) 150点 「数学I・数学A」の配点は100点を75点に、「数学II・数学B」の配点は100点を75点に、それぞれ換算します。
数学科は配点を300点（各科目150点）に換算します。

【本来の入学試験】 【特別措置】

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(300点満点。数学科は400点満点)で行います。

大学入学共通テストの試験教科・科目

100点100点

試験方式 試験教科・科目

一般入試

外国語

理科

【理工学部】2021年度中央大学入学試験特別措置読替一覧

外国語

共通テスト
併用方式 個別試験

理科 150点

合否判定は、大学入学共通テストで受験した「英語」(150点満点)と、個別試験(2教科各150点。数学科の「数学」は300点)の合計得点(450点満点。数学科は600点)で行います。 合否判定は、大学入学共通テストで受験した3教科3科目のの合計得点(450点満点。数学科は600点)で行います。

外国語

数学

数学

合否判定は、3教科3科目の合計得点(300点満点。数学科は400点満点)で行います。得点は必要に応じ、偏差点を使用する場合があります。

数学

理科

4題以上選択解答すると「理科」全ての解答が無効になります。
生物(「生物基礎」、「生物」)を選択解答できる学科とできない学科があります。

2科目受験した場合は第1解答科目の得点を合否判定に使用します。

数学

外国語

理科 150点 配点は、100点を150点に換算します。
2科目受験した場合は第1解答科目の得点を合否判定に使用します。



 2020年12月17日

配点 備考 配点 備考

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) 150点 日本史学専攻、心理学専攻、学びのパスポートプログラムは配点を100点に換算します。 外国語 英語(「リスニング」を含む) 150点

「リーディング」の配点は100点を120点(日本史学専攻、心理学専攻、学びのパスポートプログラムは80点に換算)に、「リスニング」の配点は100点を30点(日本史
学専攻、心理学専攻、学びのパスポートプログラムは20点に換算)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150点(日本史学専攻、心理学専攻、学びのパスポートプログラムは100点に換算)に換算します。
※特例追試験の「英語」を受験した場合は、「筆記」の配点は200点を120点(日本史学専攻、心理学専攻、学びのパスポートプログラムは80点に換算)に、「リスニ
ング」の配点は50点を30点(日本史学専攻、心理学専攻、学びのパスポートプログラムは20点に換算)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、「筆記」の配点を150点(日本史学専攻、心理学専攻、学びのパスポートプログラムは100点に換算)に換算します。

国語 国語総合(漢文を除く) 100点 国文学専攻は配点を150点に換算します。 国語 国語(漢文を除く) 100点 配点は、漢文を除く150点を100点に換算します。国文学専攻は配点を150点のまま使用します。

地理歴史・公民
数学 世界史B、日本史B、政治・経済、数学(数学I、数学II、数学A、数学B〈数列、ベクトル〉)から1科目選択 100点 「地理歴史・公民」と「数学」の2教科の受験可。その場合、高得点の1教科を合否判定に使用します。 地理歴史・公民

数学
地理歴史・公民(「世界史B」、「日本史B」、「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科目以上受験している場合は、高得点の1科目を合否判定に使用します。

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) 150点 日本史学専攻、心理学専攻、学びのパスポートプログラムは配点を100点に換算します。 外国語 英語(「リスニング」を含む) 150点

「リーディング」の配点は100点を120点(日本史学専攻、心理学専攻、学びのパスポートプログラムは80点に換算)に、「リスニング」の配点は100点を30点(日本史
学専攻、心理学専攻、学びのパスポートプログラムは20点に換算)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150点(日本史学専攻、心理学専攻、学びのパスポートプログラムは100点に換算)に換算します。
※特例追試験の「英語」を受験した場合は、「筆記」の配点は200点を120点(日本史学専攻、心理学専攻、学びのパスポートプログラムは80点に換算)に、「リスニ
ング」の配点は50点を30点(日本史学専攻、心理学専攻、学びのパスポートプログラムは20点に換算)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、「筆記」の配点を150点(日本史学専攻、心理学専攻、学びのパスポートプログラムは100点に換算)に換算します。

国語 国語総合 100点 国文学専攻は配点を150点に換算します。 国語 国語 100点 配点は、200点を100点に換算します。国文学専攻は配点を150点に換算します。

地理歴史・公民
数学 世界史B、日本史B、数学(数学I、数学II、数学A、数学B〈数列、ベクトル〉)から1科目選択 100点 日本史学専攻は「日本史B」、東洋史学専攻、西洋史学専攻は「世界史B」もしくは「日本史B」の受験

を必須とします。
地理歴史・公民
数学

地理歴史・公民(「世界史B」、「日本史B」)、数学(「数学I・数学A」、「数学II・数学B」)から1科目
選択 100点 2科目以上受験している場合は、高得点の1科目を合否判定に使用します。日本史学専攻は「日本史B」、東洋史学専攻、西洋史学専攻は「世界史B」もしくは

「日本史B」を合否判定に使用します。

一般入試の国語 国語総合 100点 国語 国語 100点 配点は、200点を100点に換算します。

一般入試の地理歴
史・公民、数学 世界史B、日本史B、数学(数学I、数学II、数学A、数学B〈数列、ベクトル〉)から1科目選択 100点 日本史学専攻は「日本史B」、東洋史学専攻、西洋史学専攻は「世界史B」もしくは「日本史B」の受験

を必須とします。
地理歴史・公民
数学

地理歴史・公民(「世界史B」、「日本史B」)、数学(「数学I・数学A」、「数学II・数学B」)から1科目
選択 100点 2科目以上受験している場合は、高得点の1科目を合否判定に使用します。

日本史学専攻は「日本史B」、東洋史学専攻、西洋史学専攻は「世界史B」もしくは「日本史B」を合否判定に使用します。

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。

＜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＞
1．TOEFL iBT 42 以上（Special　Home　Editionを含む)
2．TOEIC L&R および TOEIC S&W(除IPテスト) 合計 1150 以上
3．TEAP(4技能パターン)　(CBT除く) 225 以上
4．IELTS(アカデミック・モジュールに限る。CDI含む) 4.0 以上
5．実用英語技能検定(英検CBT、英検S-CBT、英検S-Interviewを含む) 準 1 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)以上を受験し、スコア140 以上または 4技能 CBT Linguaskillスコア140  以上

＜英語文学文化専攻＞
1．TOEFL iBT 57 以上(Special　Home　Editionを含む)
2．TOEIC L&R および TOEIC S&W(除IPテスト)　合計 1410 以上
3．TEAP(4技能パターン)　(CBT除く)　270 以上
4．IELTS(アカデミック・モジュールに限る。CDI含む) 4.5 以上
5．実用英語技能検定(英検CBT、英検S-CBT、英検S-Interviewを含む)  準 1 級以上
6．GTEC(CBTタイプに限る) 1070 以上
7．ケンブリッジ英語検定　B1 Preliminary(PET)以上を受験し、スコア153 以上または 4技能CBT Linguaskillスコア153
以上

―

注：英語資格・検定試験のスコアおよび合格級は出願資格としてのみ使用します。スコアおよび合格級は合否には影響しません。また、英語資格・検定試験の種類
による有利・不利はありません。
＊TOEFL iBTについて、MyBestスコアは受け付けません。
＊TOEICについては、L&Rのスコアに、S&Wのスコアを2.5倍したスコアを足した合計スコアを出願資格要件とします。
＊TEAP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。
＊IELTS Indicator は利用できません。
＊ケンブリッジ英語検定4 技能CBTLinguaskill は、公開会場以外の受験を認めます。A1 key、B1 Preliminary、B2 First は「forSchools」も対象とします。

合否判定は、一般入試の「国語」および「地理歴史・公民」もしくは「数学」の2教科2科目の合計得点(200点満点)で行います。
得点は必要に応じ、偏差点を使用する場合があります。 合否判定は大学入学共通テストの2教科2科目の合計得点(200点満点)で行います。

注：英語資格・検定試験のスコアおよび合格級は出願資格としてのみ使用します。スコアおよび合格級
は合否には影響しません。また、英語資格・検定試験の種類による有利・不利はありません。
＊TOEFL iBTについて、MyBestスコアは受け付けません。
＊TOEICについては、L&Rのスコアに、S&Wのスコアを2.5倍したスコアを足した合計スコアを出願資格要
件とします。
＊TEAP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。
＊IELTS Indicator は利用できません。
＊ケンブリッジ英語検定4 技能CBTLinguaskill は、公開会場以外の受験を認めます。A1 key、B1
Preliminary、B2 First は「forSchools」も対象とします。

英語外部検定試験
利用入試

※学びのパスポート
プログラムは募集を

行いません

個別試験

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。

＜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＞
1．TOEFL iBT 42 以上(Special　Home　Editionを含む)
2．TOEIC L&R および TOEIC S&W(除IPテスト) 合計 1150 以上
3．TEAP(4技能パターン)　(CBT除く)  225 以上
4．IELTS(アカデミック・モジュールに限る。CDI含む) 4.0 以上
5．実用英語技能検定(英検CBT、英検S-CBT、英検S-Interviewを含む) 準 1 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)以上を受験し、スコア140 以上または 4技能CBT Linguaskillスコア140以上

＜英語文学文化専攻＞
1．TOEFL iBT 57 以上（Special　Home　Editionを含む）
2．TOEIC L&R および TOEIC S&W（除IPテスト）合計 1410 以上
3．TEAP（4技能パターン）（CBT除く） 270 以上
4．IELTS（アカデミック・モジュールに限る。CDI含む） 4.5 以上
5．実用英語技能検定(英検CBT、英検S-CBT、英検S-Interviewを含む)  準 1 級以上
6．GTEC（CBTタイプに限る） 1070 以上
7．ケンブリッジ英語検定　B1 Preliminary(PET)以上を受験し、スコア153 以上または 4技能CBT Linguaskillスコア153 以上

―

統一入試

合否判定は3教科3科目の合計得点(350点満点。日本史学専攻、心理学専攻、学びのパスポートプログラムは300点満点、国文学専攻は400点満点)で行います。
合否判定においては必要に応じ、偏差点を使用する場合があります。 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(350点満点。日本史学専攻、心理学専攻、学びのパスポートプログラムは300点満点、国文学専攻は400点満点)で行います。

一般入試

合否判定は、3教科3科目の合計得点(350点満点。日本史学専攻、心理学専攻、学びのパスポートプログラムは300点満点。国文学専攻400点満点)で行います。得点は必要に応じ、偏差点を使用する場合があります。 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(350点満点。日本史学専攻、心理学専攻、学びのパスポートプログラムは300点満点。国文学専攻400点満点)で行います。

【文学部】　2021年度中央大学入学試験特別措置読替一覧

【本来の入学試験】 【特別措置】

試験方式 試験教科・科目 大学入学共通テストの試験教科・科目



 2020年12月17日

配点 備考 配点 備考

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) 150点 外国語 英語(「リスニング」を除く) 150点 「リーディング」の配点は100点を150点に換算します。
※特例追試験の「英語」を受験した場合は、「筆記」の配点は200点を150点に換算します。

国語 国語総合(漢文を除く) 100点 国語 国語(漢文を除く) 100点 配点は、150点から100点に換算します。

地理歴史・公民
数学

世界史B、日本史B、政治・経済、数学(数学I、数学II、数学
A、数学B〈数列、ベクトル〉)から1科目選択 100点 「地理歴史・公民」と「数学」の両方を受験した場合は、高得点の教科の得点を合否判定に使用します。 地理歴史・公民

数学
地理歴史・公民(「世界史B」、「日本史B」、「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。
「数学」について、「数学I・数学A」、「数学II・数学B」の2科目で1科目として取り扱い、配点は合計得点200点を100点に換算
します。

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) 150点 外国語 英語(「リスニング」を除く) 150点 「リーディング」の配点は100点を150点に換算します。
※特例追試験の「英語」を受験した場合は、「筆記」の配点は200点を150点に換算します。

国語 国語総合(漢文を除く) 100点 国語 国語(漢文を除く) 100点 配点は、150点から100点に換算します。

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) 100点 配点は一般入試の150点を100点に換算します。 外国語 英語(「リスニング」を除く) 100点 「リーディング」の配点をそのまま合否判定に使用します。
※特例追試験の「英語」を受験した場合は、「筆記」の配点は200点を100点に換算します。

国語 国語総合(漢文を除く) 100点 国語 国語(漢文を除く) 100点 配点は、150点から100点に換算します。

英語資格・
検定試験 50点

注：英語資格・検定試験のスコアの高低に応じ、満点を50点として換算し、個別試験の得点に加算します。
換算の目安は「入学試験要項」で確認してください。
＊TOEFL iBTについて、My Bestスコアは受け付けません。
＊TEAP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。
＊IELTS Indicator は利用できません。
＊ケンブリッジ英語検定4 技能CBTLiguaskill は、公開会場以外の受験を認めます。
　 A2 key、B1 Preliminary、B2First は「for Schools」も対象とします。

50点

注：英語資格・検定試験のスコアの高低に応じ、満点を50点として換算し、個別試験の得点に加算します。
換算の目安は「入学試験要項」で確認してください。
＊TOEFL iBTについて、My Bestスコアは受け付けません。
＊TEAP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。
＊IELTS Indicator は利用できません。
＊ケンブリッジ英語検定4 技能CBTLiguaskill は、公開会場以外の受験を認めます。
　 A2 key、B1 Preliminary、B2First は「for Schools」も対象とします。

外国語 英語(「リスニング」を含む)、ドイツ語、フランス語、中国語、韓国
語から1科目選択 100点

配点は200点を100点に換算します。「英語」について、「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。

外国語 英語(「リスニング」を含む)、ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語か
ら1科目選択

150点

配点は200点を150点に換算します。
「リーディング」の配点は100点を120点に、「リスニング」は100点を30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150点に換算します。その他の「外国語」は200点を150点に換算し
ます。
※特例追試験の「英語」を受験した場合は、「筆記」の配点は200点を120点に、「リスニング」の配点は50点を30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、「筆記」の配点を150点に換算します。

国語
地理歴史・公民
数学、理科

国語、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」)、理科(「物理基
礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」、「物理」、「化
学」、「生物」、「地学」)から2教科2科目選択(「地理歴史・公
民」は1教科として取り扱う)

各100点
2教科2科目

200点

2教科3科目以上受験した場合は、高得点の2教科2科目の得点を合否判定に使用します。
「国語」について、配点は200点を100点に換算します。
「理科」について、基礎を付した科目は2科目を1科目として扱い、2科目の得点合計を合否判定に使用します。

国語、数学 国語、「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。
「国語」について、配点は200点を100点に換算します。

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) 150点 地理歴史・公民
理科

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」)、理科(「物理
基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」、「物理」、「化
学」、「生物」、「地学」)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。
「理科」について、基礎を付した科目は、2科目で1科目として取り扱い、2科目の得点合計を合否判定に使用します。

共通テスト
併用方式

大学入学
共通テスト

合否判定は、個別試験「英語」に基準点(平均点)を設け、基準点に達した者について、大学入学共通テストで受験した3教科3科目(300点満点)と、個別試験(150点満点)の合計得点(450点満点)で行います。 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(350点満点)で行います。

一般入試・
英語外部検定換算型

個別試験

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 56 以上(Special　Home　Editionを含む)
2．TOEIC L&R (除IPテスト)　550 以上
3．TEAP(4技能パターン)(CBT除く) 　260 以上
4．IELTS(アカデミック・モジュールに限る。CDI含む)　 4.5 以上
5．実用英語技能検定(英検CBT、英検S-CBT、英検S-Interviewを含む)
CSE2.0スコア2304以上
6．GTEC(CBTタイプに限る) 1050 以上
7．ケンブリッジ英語検定(4 技能 CBT　Linguaskillを含む)スコア150 以上

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 56 以上
2．TOEIC L&R (除IPテスト)　550 以上
3．TEAP(4技能パターン)(CBT除く)　 260 以上
4．IELTS(アカデミック・モジュールに限る。CDI含む) 4.5 以上
5．実用英語技能検定(英検CBT、英検S-CBT、英検S-Interviewを含む)  CSE2.0ス
コア2304以上
6．GTEC(CBTタイプに限る) 1050 以上
7．ケンブリッジ英語検定(4 技能 CBT　Linguaskillを含む)スコア150 以上

合否判定は、「英語」に基準点(平均点)を設け、基準点に達した者の「外国語」および「国語」の得点に、各検定試験の換算得点を加えた合計得点(250点満点)で行います。 合否判定は、大学入学共通テストで受験した2教科2科目の合計得点(200点満点)に、各検定試験の換算得点を加えた合計得点(250点満点)で行います。

統一入試

合否判定は3教科3科目の合計得点(350点満点)で行います。
合否判定においては、「地理歴史・公民」および「数学」において、原則として偏差点を使用します。必要に応じ、「外国語」、「国語」でも偏差点を使用する場合があります。 合否判定は大学入学共通テストで受験したの3教科3科目の合計得点（350点満点）で行います。

一般入試

合否判定は、「英語」に基準点(平均点)を設け、基準点に達した者の「外国語」および「国語」の合計得点(250点満点)で行います。 合否判定は、大学入学共通テストで受験した2教科2科目の合計得点（250点満点）で行います。

【総合政策学部】　2021年度中央大学入学試験特別措置読替一覧

【本来の入学試験】 【特別措置】

試験方式 試験教科・科目 大学入学共通テストの試験教科・科目



 2020年12月17日

配点 備考 配点 備考

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) 200点 150点を200点満点に換算します。 外国語 英語(「リスニング」を除く) 200点 「リーディング」は100点を200点に換算します。
※特例追試験の「英語」を受験した場合、「筆記」の配点200点を使用します。

国語 国語総合(漢文を除く) 100点 国語 国語(漢文を除く) 100点 配点は、150点を100点に換算します。

地理歴史・公民 世界史B、日本史B、政治・経済から1科目選択 100点 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科目受験の場合は、高得点の1科目の得点を合否判定に使用します。

数学 数学I、数学II、数学A、数学B〈数列、ベクトル〉 100点 数学 数学「数学I・数学A」、「数学II・数学B」(2科目)から1科目選択 100点 2科目受験の場合は、高得点の1科目の得点を合否判定に使用します。

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) 200点 150点を200点満点に換算します。 外国語 英語(「リスニング」を除く) 200点 「リーディング」は100点を200点に換算します。
※特例追試験の「英語」を受験した場合、「筆記」の配点200点を使用します。

国語 国語総合(漢文を除く) 100点 国語 国語(漢文を除く) 100点 配点は、150点を100点に換算します。

地理歴史・公民
数学

世界史B、日本史B、政治・経済、数学(数学I、数学II、数学A、数学
B〈数列、ベクトル〉)から1科目選択 100点 「地理歴史・公民」と「数学」の2教科受験可。その場合、高得点の1教科を合否判定に使用します。 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。

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) 200点 外国語 英語(「リスニング」を除く) 200点 、「リーディング」は100点を200点に換算します。
※特例追試験の「英語」を受験した場合、「筆記」の配点200点を使用します。

国語 国語総合(近代以降の文章) 100点 国語 国語(近代以降の文章) 100点 近代以降の文章の配点100点を使用します。

個別試験 一般入試の
国語 国語総合(近代以降の文章) 100点 国語 国語(近代以降の文章) 100点 近代以降の文章の配点100点を使用します。

英語資格・
検定試験 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」で確認してください。
＊TOEFL iBTについて、My Bestスコアは受け付けません。
＊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。
＊ケンブリッジ英語検定4 技能CBT Liguaskill は、公開会場以外の受験を認めます。 A2 key、B1
Preliminary、B2 First は「forSchools」も対象とします。

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」で確認してください。
＊TOEFL iBTについて、My Bestスコアは受け付けません。
＊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。
＊ケンブリッジ英語検定4 技能CBT Liguaskill は、公開会場以外の受験を認めます。 A2 key、B1 Preliminary、B2 First は「forSchools」も
対象とします。

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。 外国語 英語(「リスニング」を含む) 200点

「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。
※特例追試験の「英語」を受験した場合、「筆記」の配点は200点を160点に、「リスニング」の配点は50点を40点に換算します。特例追試験で「リスニ
ング」の免除を認められている場合は「筆記」の得点をそのまま使用します。

数学 「数学I・数学A」、「数学II・数学B」(2科目)
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) 100点 配点は一般入試の200点を100点満点に換算します。

共通テスト
併用方式

大学入学
共通テスト

数学 「数学I・数学A」、「数学II・数学B」(2科目)
各100点
2科目
200点

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。 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。

一般入試

合否判定は、2教科の合計得点(300点満点)で行います。 合否判定は、大学入学共通テストで受験した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

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 42 以上(Special　Home　Editionを含む)
2．TOEIC L&R 　550以上かつS&W　240以上(除IPテスト)
3．TEAP(4技能パターン)　225 以上
4．TEAP CBT　420以上
5．実用英語技能検定(英検CBT、英検S-CBT、英検S-Interviewを含む)  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)以上を受験し、スコア140 以上または4 技能CBT
Linguaskillスコア140 以上

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 42 以上
2．TOEIC L&R 　550以上かつS&W　240以上(除IPテスト)
3．TEAP(4技能パターン)225 以上
4．TEAP CBT　420以上
5．実用英語技能検定(英検CBT、英検S-CBT、英検S-Interviewを含む)  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)以上を受験し、スコア140 以上または4 技能CBT
Linguaskillスコア140 以上

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。 合否判定は、大学入学共通テストで受験した「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。

統一入試

4教科型

合否判定は4教科4科目の合計得点(500点満点、「外国語」は150点を200点に換算)で行います。
合否判定においては必要に応じ、偏差点を使用する場合があります。 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

合否判定は3教科3科目の合計得点(400点満点、「外国語」は150点を200点に換算)で行います。
合否判定においては必要に応じ、偏差点を使用する場合があります。 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。

【国際経営学部】　2021年度中央大学入学試験特別措置読替一覧

【本来の入学試験】 【特別措置】

試験方式 試験教科・科目 大学入学共通テストの試験教科・科目



 2020年12月17日

配点 備考 配点 備考

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) 150点 外国語 英語(「リスニング」を除く) 150点 「リーディング」の配点(100点)を150点に換算します。
※特例追試験の「英語」を受験した場合、「筆記」の配点(200点)を150点に換算します。

国語 国語総合(近代以降の文章) 100点 国語 国語(近代以降の文章) 100点

個別試験 一般入試の
国語 国語総合(近代以降の文章) 100点 国語 国語(近代以降の文章) 100点

英語資格・
検定試験 ―

注：英語資格・検定試験のスコアおよび合格級は出願資格としてのみ使用します。スコアおよび合格級
は合否には影響しません。また、英語資格・検定試験の種類による有利・不利はありません。
＊TOEFL iBTについてMyBestスコアは受け付けません。
＊TEAP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。
＊ケンブリッジ英語検定についてB2 First は「for Schools」も対象とします。

―

注：英語資格・検定試験のスコアおよび合格級は出願資格としてのみ使用します。スコアおよび合格級
は合否には影響しません。また、英語資格・検定試験の種類による有利・不利はありません。
＊TOEFL iBTについてMyBestスコアは受け付けません。
＊TEAP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。
＊ケンブリッジ英語検定についてB2 First は「for Schools」も対象とします。

外国語 英語(「リスニング」を含む) 200点
「リーディング」の配点は100点を120点に、「リスニング」の配点は100点を80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。

外国語 英語(「リスニング」を含む) 200点

「リーディング」の配点は100点を120点に、「リスニング」の配点は100点を80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。
※特例追試験の「英語」を受験した場合、「筆記」の配点は200点を120点に、「リスニング」の配点は
50点を80点に換算します。特例追試験で「リスニング」の免除を認められている場合は「筆記」の得点を
そのまま使用します。

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」、「情報関係基礎」)
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。

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) 150点

共通テスト
併用方式

大学入学
共通テスト

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」、「情報関係基礎」)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2教科2科目(300点満点)と、個別試験(150点満点)の合計得点(450点満点)で行います。 合否判定は、大学入学共通テストで受験した2教科2科目の合計得点(300点満点)で行います。

一般入試

合否判定は、2教科2科目の合計得点(250点満点)で行います。 合否判定は、大学入学共通テストの2教科の合計得点(250点満点)で行います。

英語外部
検定試験
利用入試

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 56 以上(Special　Home　Editionを含む)
２．実用英語技能検定(英検CBT、英検S-CBT、英検S-Interviewを含む)
CSE 2.0 スコア 2300 以上かつ各技能 500 以上(受験級は準1級以上)
３．TOEIC L&R および TOEIC S&W(除IPテスト) 合計 850 以上
４．IELTS(アカデミック・モジュールに限る。CDI含む) 4.5 以上
５．TEAP(4技能パターン) 300 以上
６．GTEC(CBTタイプに限る) 1050以上
７．ケンブリッジ英語検定 B2 First(FCE)、C1 Advanced(CAE)、C2
Proficiency(CPE)のいずれかの合格

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 56 以上
２．実用英語技能検定(英検CBT、英検S-CBT、英検S-Interviewを含む)
CSE 2.0 スコア 2300 以上かつ各技能 500 以上(受験級は準1級以上)
３．TOEIC L&R および TOEIC S&W(除IPテスト) 合計 850 以上
４．IELTS(アカデミック・モジュールに限る。CDI含む) 4.5 以上
５．TEAP(4技能パターン) 300 以上
６．GTEC(CBTタイプに限る) 1050以上
７．ケンブリッジ英語検定 B2 First(FCE)、C1 Advanced(CAE)、C2
Proficiency(CPE)のいずれかの合格

合否判定は、個別試験の「国語」の得点(100点満点)で行います。 合否判定は、大学入学共通テストの「国語(近代以降の文章)」の得点で行います。

【国際情報学部】　2021年度中央大学入学試験特別措置読替一覧

【本来の入学試験】 【特別措置】

試験方式 試験教科・科目 大学入学共通テストの試験教科・科目
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