
平成31年度一般入試合格者の得点率段階別成績

0% 5%以上 10%以上 15%以上 20%以上 25%以上 30%以上 35%以上 40%以上 45%以上 50%以上 55%以上 60%以上 65%以上 70%以上 75%以上 80%以上 85%以上 90%以上 95%以上 総得点最高
5%未満 10%未満 15%未満 20%未満 25%未満 30%未満 35%未満 40%未満 45%未満 50%未満 55%未満 60%未満 65%未満 70%未満 75%未満 80%未満 85%未満 90%未満 95%未満 100% 総得点最低

センター試験                                                         1 14 33 28 13     300 89 253.9 495.25

個別試験                                         4 22 33 15 15                     300 89 189.6 423.50

センター試験                                                                 2 4 4     300 10 264.9 551.25

個別試験                                                             1 3 4 2     300 10 257.6 507.85
センター試験 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 300 7 　＊ 　＊ 
個別試験 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 360 7 　＊ 　＊ 

　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　     　　 　　 
　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　     　　 　　 

センター試験                                                 11 33 8 3                 900 55 610.7 1,258.75
個別試験                                         2 4 12 18 10 5 2 1 1     600 55 410.1 943.50
センター試験                                             1 5 2 6 4                 800 18 552.9 871.40
個別試験                         1     1     1     2 3     2 7     1     300 18 211.4 694.60
センター試験 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 900 5 　＊ 　＊ 
個別試験 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 300 5 　＊ 　＊ 

　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　     　　 　　 
　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　     　　 　　 

センター試験 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 1100 5 　＊ 　＊ 
個別試験 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 200 5 　＊ 　＊ 

　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　     　　 　　 
　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　     　　 　　 

センター試験 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 900 7 　＊ 　＊ 
個別試験 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 600 7 　＊ 　＊ 

　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　     　　 　　 
　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　     　　 　　 

センター試験 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 900 8 　＊ 　＊ 
個別試験 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 600 8 　＊ 　＊ 

　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　     　　 　　 
　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　     　　 　　 

センター試験 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 700 5 　＊ 　＊ 
個別試験 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 700 5 　＊ 　＊ 

　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　     　　 　　 
　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　     　　 　　 

センター試験 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 700 4 　＊ 　＊ 
個別試験 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 700 4 　＊ 　＊ 

　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　     　　 　　 
　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　     　　 　　 

センター試験 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 900 5 　＊ 　＊ 
個別試験 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 700 5 　＊ 　＊ 

　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　     　　 　　 
　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　     　　 　　 

センター試験 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 900 3 　＊ 　＊ 
個別試験 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 600 3 　＊ 　＊ 

　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　     　　 　　 
　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　     　　 　　 

センター試験 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 900 3 　＊ 　＊ 
個別試験 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 300 3 　＊ 　＊ 

　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　     　　 　　 
　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　     　　 　　 

センター試験 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 900 5 　＊ 　＊ 
個別試験 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 600 5 　＊ 　＊ 

センター試験                                         2     3 5 2 1                 900 13 590.5 1,092.80
個別試験                                     1     2 5 3 2                     600 13 377.9 757.15

　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　     　　 　　 
　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　     　　 　　 

センター試験 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 900 7 　＊ 　＊ 
個別試験 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 600 7 　＊ 　＊ 
センター試験 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 800 3 　＊ 　＊ 
個別試験 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 300 3 　＊ 　＊ 
センター試験                                             1 16 99 70 21                 450 207 314.0 609.10
個別試験                                             3 19 45 53 40 29 15 3     300 207 221.6 478.50
センター試験                                                         4 26 20 2         400 52 317.6 493.90
個別試験                                         2 1 15 19 9 6                 200 52 134.2 430.00

教育学部
学校教育教員養成課程
特別支援教育コース 後期

前期

経済学部
後期

前期

教育学部
学校教育教員養成課程
中学校教育コース（英語専攻）

前期

教育学部
学校教育教員養成課程
幼稚園教育コース

前期

教育学部
学校教育教員養成課程
中学校教育コース（技術専攻）

前期

教育学部
学校教育教員養成課程
中学校教育コース（家庭専攻）

前期

前期

前期

教育学部
学校教育教員養成課程
中学校教育コース（美術専攻）

前期

前期

教育学部
学校教育教員養成課程
中学校教育コース（保健体育専
攻）

前期

教育学部
学校教育教員養成課程
中学校教育コース（社会専攻）

教育学部
学校教育教員養成課程
中学校教育コース（数学専攻）

教育学部
学校教育教員養成課程
中学校教育コース（理科専攻）

教育学部
学校教育教員養成課程
中学校教育コース（音楽専攻）

前期

多文化社会学部
国際公共政策コース
社会動態コース
共生文化コース
言語コミュニケーションコース

前期

後期

教育学部
学校教育教員養成課程
中学校教育コース（国語専攻）

前期

後期

前期

多文化社会学部
オランダ特別コース

前期

人数計 平均点

教育学部
学校教育教員養成課程
小学校教育コース

学部・学科等 日程 区分 満点



平成31年度一般入試合格者の得点率段階別成績

0% 5%以上 10%以上 15%以上 20%以上 25%以上 30%以上 35%以上 40%以上 45%以上 50%以上 55%以上 60%以上 65%以上 70%以上 75%以上 80%以上 85%以上 90%以上 95%以上 総得点最高
5%未満 10%未満 15%未満 20%未満 25%未満 30%未満 35%未満 40%未満 45%未満 50%未満 55%未満 60%未満 65%未満 70%未満 75%未満 80%未満 85%未満 90%未満 95%未満 100% 総得点最低

人数計 平均点学部・学科等 日程 区分 満点

センター試験                                                             3 11 53 10 1 450 78 392.0 1,146.20
個別試験                                                             9 46 20 3     760 78 635.7 998.45

　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　     　　 　　 
　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　     　　 　　 

センター試験                                                 3 27 35 12 1 1         450 79 322.6 625.40
個別試験                                                 1 7 31 24 15 1         300 79 225.9 516.50
センター試験                                             1 2 5 6 5 4             450 23 328.4 684.30
個別試験                                                 5 5 5 5 2 1         400 23 287.2 555.80
センター試験                                                         1 20 14 2         900 37 716.3 1,298.00
個別試験                                                     2 11 16 6 2         600 37 459.1 1,134.40
センター試験 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 500 8 　＊ 　＊ 
個別試験 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 300 8 　＊ 　＊ 
センター試験                                                                 23 7         800 30 671.3 957.60
個別試験                                                 1 3 12 8 4 2         300 30 224.5 864.10
センター試験 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 600 9 　＊ 　＊ 
個別試験 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 250 9 　＊ 　＊ 
センター試験                                                 1     11 20 3             400 35 303.4 648.15
個別試験                                             2 5 16 8 3 1             400 35 275.8 549.55
センター試験                                                             4 17 8 1     600 30 502.0 682.00
個別試験                                     2 2 3 6 7 9 1                 200 30 129.8 587.60
センター試験                                             25 128 118 32 2     1         700 306 457.9 1,060.20
個別試験                                 7 38 67 88 69 27 5 3 2             600 306 344.2 718.75
センター試験                                                         32 36 7 1         600 76 455.1 704.80
個別試験                                                 1 1 7 7 14 17 13 16 200 76 172.9 590.00
センター試験                                                     25 21 3                 800 49 562.2 757.80
個別試験                                             4 8 11 10 12 3 1         200 49 140.9 674.40
センター試験                                                         1 13 1 1         600 16 470.3 584.40
個別試験                                     1     1 2 5 3 1 2 1         100 16 69.3 518.40
センター試験                                                 6 28 10 1 1             800 46 550.8 946.20
個別試験                                             2 13 11 5 7 6 1 1     400 46 281.2 776.00
センター試験                                                     5 7 3                 600 15 433.2 531.80
個別試験                                     1 1 1 3 3     2     3     1 100 15 69.6 480.40
センター試験                                         2 9 11 20 4 7 1             900 54 594.5 220.00
個別試験                                                     4 18 16 11 5         250 54 191.9 172.50
センター試験                                                 1 9 25 11 1             1000 47 726.0 892.50
個別試験                                                     1 2 41 3             100 47 76.0 717.00

注１）大学入試センター試験及び個別学力試験では，学部・学科により受験者に課す教科・科目等が異なる。本表の得点率は，学部・学科で定める傾斜配点をもとに算出している。

  ２）*印は，段階評価し点数化しないもの，個別学力検査を課さないもの，合格者数が10人未満のため個人情報保護により内訳を掲載しないものを示す。

  ３）多文化社会学部において外国語検定試験利用者については，大学入試センター試験の外国語の得点を満点として取り扱っている。

  ４）右端には，各学部のセンター試験と個別学力試験の総得点について，上段に最高総得点，下段に最低総得点を表示している。

  　　ただし，水産学部の前期日程については，大学入試センター試験を資格試験的に利用し，大学入試センター試験の得点は合否判定には利用しないため，個別試験のみの最高点及び最低点を表示している。

後期

薬学部
薬学科

後期

前期

水産学部

環境科学部
（選抜方法A）

後期

前期

環境科学部
（選抜方法B）

後期

前期

後期

前期

医学部
医学科

前期

医学部
保健学科

後期

前期

歯学部

工学部
後期

前期

薬学部
薬科学科

前期

後期

前期


