海洋科学部
平成 28 年度入試からの
出願要件としての外部英語資格試験のスコア提出に関する

Q＆A

（平成
平成 27 年 10 月更新版
月更新版）

Q1 海洋科学部入試の全試験区分で提出は必要ですか？
A 全試験区分で提出が必要です。求められるスコア詳細は、Q2 をご覧ください。

Q2 TOEIC、TOEFL、IELTS、GTEC、英検のスコアに優先順位はあ
りますか？
A ありません。下記いずれのスコアの提出でも構いません。
〈一般入試（前期日程、後期日程）、特別入試（推薦入試、帰国子女、社会人、
留学経験特別枠入試）
、ＡＯ（Ａ）入試、および私費外国人留学生特別入試
の場合〉
①

TOEIC 400 点以上

②

TOEFL（iBT）40 点以上、または TOEFL（PBT）435 点以上

③

IELTS バンド 3.5 以上

④

GTEC for STUDENTS 500 点以上、または GTEC CBT 720 点以上

⑤

英検準 2 級以上

〈推薦入試（専門学科・総合学科卒業生）およびＡＯ（Ｂ）入試（専門学科・
総合学科卒業生）の場合〉
①

TOEIC 365 点以上

②

TOEFL（iBT）38 点以上、または TOEFL（PBT）423 点以上

③

IELTS バンド 3.0 以上

④

GTEC for STUDENTS 450 点以上、または GTEC CBT 620 点以上

⑤

英検 3 級以上

注１）GTEC for STUDENTS は、Basic、Advanced どちらでも構いません
注２）推薦入試（専門学科・総合学科卒業生）およびＡＯ（Ｂ）入試（専門学科・総合学科卒
業生）は、専門高校生（水産・海洋系）を対象とした公募制の入試です。

Q3 TOEIC、TOEFL、IELTS、GTEC、英検のスコアが基準点より大幅
に高い場合に加点されるなど、試験に有利になることはありま
すか？
A 留学経験特別枠入試を除き、有利になることはありません。平成 28 年度
海洋科学部の入試改革は出願要件に関する変更だけであり、その他の入
試科目や配点等については、大学入試センター試験の受験を要する外国
語科目も含めて、従来の入試から大幅な変更はありません（入試科目や
配点等については、平成 27 年 7 月に本学ホームページ等で公表する入学
者選抜要項において通知します）
。

Q4 団体受験（TOEIC-IP、TOEFL-ITP、GTEC for STUDENTS の通常
スコア）のスコアの提出でも認められますか？
A TOEIC-IP（団体特別受験制度）、TOEFL-ITP( 団体向けテストプログラム )、
GTEC for STUDENTS（通常スコア）のスコアの提出も認められます。ただ
し、志願者の在籍する高等学校が実施団体の場合のみ認められます。

Q5 私の在籍する高校では、TOEIC-IP や TOEFL-ITP テストを実施
していませんが、どうしたらいいですか？
A 実用英語技能検定（英検）を受験し、その合格証明書を提出してください (Ｑ
2 参照）。あるいは、在籍する高等学校が GTEC for STUDENTS の実施団体
であれば、そのスコアを提出してください (Ｑ2 参照）。もしくは、
TOEIC、TOEFL、IELTS、GTEC CBT の公開テストを受験してください。受
験地や実施回数は、それぞれの実施団体のホームページにて最新情報を
確認してください。
TOEIC（国際ビジネスコミュニケーション協会）
TOEFL（国際教育交換協議会（CIEE）日本代表部）
GTEC CBT（ベネッセコーポレーション）
IELTS（日本英語検定協会）
英検（日本英語検定協会）

Q6 証明書のコピーの提出でも認められますか？
A コピーは、認められません。すべて公式な証明書（原本）が必要です。
英語試験の申込・受験は、実施団体から証明書類が返送される期間も考
慮し、余裕をもって受験してください。

① TOEIC-IP（団体特別受験制度）、TOEFL-ITP( 団体向けテストプログラム )、
もしくは、GTEC for STUDENTS の場合
氏名、スコア、実施期日の記載された成績書に出身高校（団体受験実施校）
の公印を受けたものを、出願手続き時に提出してください ( 様式不問）。

② TOEIC 公開テスト、TOEFL、IELTS、実用英語技能検定（英検）もしくは、
GTEC CBT の場合
実施機関から受験者宛に送付された公式証明書の原本とその写し（コ
ピー）を提出してください。コピーのみの提出は不可。本学において確
認した後、証明書類の原本についてはお返しします（コピーは本学が回
収します。
）。原本を紛失した場合は、実施機関に証明書の追加発行を依
頼してください。

Q7 現在高校３年生ですが、すでに中 3 で英検準 2 級は取得してい
ます。中 3 時での合格証明書の提出で受験は認められますか？
A 認められます。英検準 2 級取得の時期は問いません。中学時代の取得で
も問題ありません。

Q8 スコア等の有効期限はありますか？
A 団体受験、公開テストともに、海洋科学部としては有効期限を定めてい
ません。
団体受験（TOEIC-IP、TOEFL-ITP、GTEC for STUDENTS）については、志
願者の在籍する高等学校が実施団体であれば検定日を問いません。
ただし公開テストの場合、各試験の実施団体が有効期限や公式証明書を
再発行できる期限を定めている場合があります。TOEFL 及び GTEC CBT の
公式証明書はテスト日から 2 年間の有効期限を定めています。また、証
明書類の原本を紛失した場合、再発行期限を過ぎている場合は証明書の
原本を提出できないことになりますのでご注意ください。TOEFL、TOEIC

および GTEC CBT の公式証明書の再発行可能期間は、それぞれ試験日から
２年間とされており、この期間内であれば、紛失した場合も再発行が可能
とされています。また、実用英語技能検定（英検）の合格証明書は、再発
行期限はないとされています。IELTS の成績証明書（Test Report Form）は、
受験者の手元には最初に発行された１通のみしか発行されないこととされ
ており、IELTS のスコアを提出する場合には、成績証明書（Test Report
Form）を紛失しないよう、確実に保管しておく必要があります。

Q9 受験を決めた時期が遅くなり、TOEIC、TOEFL、IELTS、GTEC、
英検のスコア証明書を提出できない場合は、出願できないで
すか？
A 特別入試（推薦入試、帰国子女、社会人、留学経験特別枠入試）、推薦入試（専
門学科・総合学科卒業生）
、ＡＯ（Ａ）入試、ＡＯ（Ｂ）入試（専門学科・総
合学科卒業生）
、および私費外国人留学生特別入試の場合は出願できませ
ん。
一般入試（前期日程および後期日程）受験者については、平成 28 年度お
よび平成 29 年度入試においては、本出願要件の変更が受験生に周知され
るまでの経過措置として、下記の条件を満たしている場合にも、選抜の
対象とします。
【海洋環境学科、海洋生物資源学科、食品生産科学科】
大学入試センター試験の英語（筆記とリスニングの合計点）の得点が
250 点満点で 175 点以上
自己採点で、
上記条件を満たしている場合は出願してください。ただし、
大学入試センターから大学に提供された試験成績が上記点数を満たさな
かった場合は、出願無資格者となり、受験できません。
【海洋政策文化学科】
次の①，②のどちらか１つでも満たす者を選抜の対象とする。

①

大学入試センター試験の英語（筆記とリスニングの合計点）の得点が下記
の条件を満たしていること
250 点満点で 175 点以上

自己採点で、上記条件を満たしている場合は出願してください。ただし、大
学入試センターから大学に提供された試験成績が上記点数を満たさなかった場
合は、出願無資格者となり、受験できません。
②

大学入試センター試験の英語（筆記とリスニングの合計点）の得点順位が
各日程の募集人員に対して次の倍率以内であること
前期日程 3 倍

後期日程 12 倍

※海洋政策文化学科では大学入試センター試験の英語（筆記とリスニングの合計点）の得点が
175 点未満でも上記②の条件を満たしていれば選抜の対象となります。海洋政策文化学科ホーム
ページ（http://www.s.kaiyodai.ac.jp/seisakuHP/index.html）に詳しい情報をのせていますので、
こちらもご覧ください。

Q10 外部英語資格試験のスコア提出が間に合わず、大学入試セン
ター試験の英語得点を用いて受験する場合、TOEIC、TOEFL、
IELTS、GTEC、英検のスコア証明書を提出した場合と比べて、
不利になりますか？

A

不利になりません。
ただし、本経過措置は、あくまでも、本学受験を直前に決めた受験生へ
向けての措置です。あらかじめ、本学の受験を目指している受験生には
外部英語資格試験のスコア提出を勧めます。なぜなら、センター試験は
一発勝負で、受験してみないと点数はわかりません。一方、外部英語資
格試験は事前に複数回挑戦でき、スコアを満たせば、安心して受験でき
ます。資格試験は慣れも必要ですので１回でクリアできるとは限りませ
んので、受験生の皆さんには、早めに外部英語資格試験にチャレンジを
することを勧めます。

