
                                                                        平成29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 最高総得点
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% 最低総得点

センター試験                                                         1 17 37 23 8 1 300 87 251.00 508.20
個別試験                                     5 17 30 19 14 2                     300 87 175.90 396.40
センター試験                                                             3 8 3 3 1 300 18 256.20 477.25
個別試験                                 1 2 4 5 1 2 3             300 18 206.10 414.00
センター試験 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 300 8 　＊ 　＊ 
個別試験 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 360 8 　＊ 　＊ 

　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　     　　 　　 
　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　     　　 　　 

センター試験                                                 12 31 12 1                 900 56 609.90 1,056.40
個別試験                                     5 15 15 13 7 1                     600 56 349.70 891.90
センター試験                                             1 2 5 8 1                 800 17 557.70 864.80
個別試験                                         1 2     3 1 4 1 4 1     300 17 224.40 716.40
センター試験 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 900 5 　＊ 　＊ 
個別試験 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 300 5 　＊ 　＊ 

　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　     　　 　　 
　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　     　　 　　 

センター試験 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 1100 4 　＊ 　＊ 
個別試験 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 200 4 　＊ 　＊ 

　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　     　　 　　 
　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　     　　 　　 

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

　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　     　　 　　 
　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　     　　 　　 

センター試験 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 900 9 　＊ 　＊ 
個別試験 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 600 9 　＊ 　＊ 

　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　     　　 　　 
　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　     　　 　　 

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

　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　     　　 　　 
　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　     　　 　　 

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                                                 5 8 2                     900 15 601.80 1,053.60
個別試験                                     1 7 4 3                             600 15 334.90 887.85

　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　     　　 　　 
　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　     　　 　　 

センター試験 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 900 7 　＊ 　＊ 
個別試験 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 600 7 　＊ 　＊ 
センター試験 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 800 4 　＊ 　＊ 
個別試験 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 　＊ 300 4 　＊ 　＊ 
センター試験                                         1 4 27 103 59 20 3             450 217 311.00 595.70
個別試験                             1 1 21 37 59 40 29 17 9 2 1         300 217 179.60 446.30
センター試験                                                 1 2 17 25 6             400 51 301.80 465.20
個別試験                                 1     6 8 15 12 7 1 1             200 51 125.90 388.90

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

多文化社会学部
グローバル社会コース
社会動態コース
共生文化コース

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

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

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
（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

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
特別支援教育コース 後期

前期

経済学部
後期

前期



                                                                        平成29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 最高総得点
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% 最低総得点

人数計 平均点学部・学科等 日程 区分 満点

センター試験                                                             1 25 49 7     450 82 388.50 1,053.85
個別試験                                                         26 39 14 3         760 82 587.00 937.20

　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　     　　 　　 
　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　     　　 　　 

センター試験                                                 4 28 22 18 2 1         450 75 322.80 599.80
個別試験                                             7 21 27 16 3 1             300 75 199.90 452.80
センター試験                                             2 4 7 8 5 1 1         450 28 318.20 684.10
個別試験                                         1     5 4 12 3 2 1         400 28 284.20 538.20
センター試験                                                         1 10 23 1         900 35 731.00 1,043.70
個別試験                                                 2 4 8 9 6 3 3     300 35 230.80 919.40
センター試験                                                                 3 5 2     500 10 432.70 673.40
個別試験                                                     1 4 2 2 1         300 10 223.50 642.40
センター試験                                                             2 24 8         800 34 670.40 927.60
個別試験                                             3 6 13 11 1                 300 34 203.10 852.30
センター試験                                                                     4 7     600 11 541.70 712.80
個別試験                                                     2 6 3                 200 11 146.50 678.20
センター試験                                                         7 20 2 2         400 31 308.60 636.70
個別試験                                         1 12 9 4 3 2                 400 31 252.50 515.15
センター試験                                                                 12 12         600 24 510.30 680.40
個別試験                                 1         2 4 8 8 1                 200 24 134.30 614.00
センター試験                                         2 19 136 115 16 5     1         700 294 454.90 1,084.70
個別試験                                 14 75 88 65 34 10 5 2 1             600 294 324.30 709.40
センター試験                                                     5 30 23 17 1         600 76 455.90 689.60
個別試験                                                     3 9 10 25 16 6 7 200 76 165.50 579.40
センター試験                                                 11 27 6 3 1             800 48 545.00 776.40
個別試験                         1 1 1 2 7 10 12 10 3 1                 200 48 118.10 617.80
センター試験                                                 3 2 7 4 1             600 17 428.50 558.60
個別試験                                 1 3     1 4 1 2 2 1     1 1 100 17 65.80 420.80
センター試験                                             1 15 26 6 1                 800 49 532.90 879.10
個別試験                                 1 1 11 11 9 9 5 2                 400 49 240.80 706.20
センター試験                                                 4 6 5 3 1             600 19 419.00 544.60
個別試験                                 1 1 5 2 3 1 2 3     1         100 19 61.80 427.60
センター試験                                         11 10 16 15 4 1     1         900 58 560.90 201.25
個別試験                                                 23 16 14 4 1             250 58 168.30 151.25
センター試験                                                     18 20 8                 1000 46 712.80 868.50
個別試験                                                         12 34                 100 46 75.50 736.00

注１）大学入試センター試験及び個別学力試験では，学部・学科により受験生に課す教科・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。
注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。
注３）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。

前期

後期

前期

工学部
後期

前期

薬学部
薬科学科

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

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


	開示用

