
 2024年度入試 文教大学入試情報サイト

＜総合型選抜  資格優先型＞  出願資格

▼文学部  ▼情報学部  ▼国際学部  ▼経営学部

□文学部
英米語英米文学科
1.大学入学資格のいずれかを有する者、および2024年3月31日までに有する見込みの者
2.英米語英米文学科のアドミッションポリシーに賛同する者
3.以下の①～⑧のいずれかの条件を満たしている者
　①実用英語技能検定（CBTを含む）において、2級以上の合格者で、かつ英検CSEスコア1980点以上の者

　②TOEFL iBTにおいて、42点以上の者

　③TOEIC Listening&Reading/Speaking&Writingにおいて、1150点以上の者

　④GTEC CBTにおいて、930点以上の者

　⑤ケンブリッジ英語検定において、140点以上の者

　⑥IELTS(Academic Module)において、4.0点以上の者

　⑦日本英語検定協会の実施するTEAPにおいて、225点以上の者

　⑧日本英語検定協会の実施するTEAP CBTにおいて、420点以上の者

中国語中国文学科
1.大学入学資格のいずれかを有する者、および2024年3月31日までに有する見込みの者
2.中国語中国文学科のアドミッションポリシーに賛同する者
3.以下の①～⑥のいずれかの条件を満たしている者
　①中国語検定試験4級以上の合格者

　②HSK2級以上の合格者
　③実用英語技能検定（CBTを含む）において、準2級以上の合格者
　④TOEFL iBTにおいて、38点以上の者
　⑤TOEIC（TOEIC IPを含む）またはTOEIC Listening&Reading
　　（TOEIC Listening&Reading IPを含む）において、450点以上の者
　⑥GTEC CBTにおいて、830点以上の者
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 2024年度入試 文教大学入試情報サイト

＜総合型選抜  資格優先型＞  出願資格

▼文学部  ▼情報学部  ▼国際学部  ▼経営学部

外国語学科
1.大学入学資格のいずれかを有する者、および2024年3月31日までに有する見込みの者
2.外国語学科のアドミッションポリシーに賛同する者
3.以下の①～⑭のいずれかの条件を満たしている者
　①実用英語技能検定（CBTを含む）において、2級以上の合格者で、かつ英検CSEスコア1980点以上の者

　②TOEFL iBTにおいて、42点以上の者
　③TOEIC Listening&Reading/Speaking&Writingにおいて、1150点以上の者

　④GTEC CBTにおいて、930点以上の者

　⑤ケンブリッジ英語検定において、140点以上の者

　⑥IELTS(Academic Module)において、4.0点以上の者

　⑦日本英語検定協会の実施するTEAPにおいて、225点以上の者

　⑧日本英語検定協会の実施するTEAP CBTにおいて、420点以上の者

　⑨ドイツ語技能検定試験3級以上の合格者であり、かつ以下A～Gのいずれかにおいて基準を満たす者
　⑩実用フランス語技能検定試験3級以上の合格者であり、かつ以下A～Gのいずれかにおいて基準を満たす者
　⑪中国語検定試験3級以上の合格者であり、かつ以下A～Gのいずれかにおいて基準を満たす者
　⑫HSK3級以上の合格者であり、かつ以下A～Gのいずれかにおいて基準を満たす者
　⑬「ハングル」能力検定試験3級以上の合格者であり、かつ以下A～Gのいずれかにおいて基準を満たす者
　⑭韓国語能力検定試験3級以上の合格者であり、かつ以下A～Gのいずれかにおいて基準を満たす者
　　Ａ 実用英語技能検定（CBTを含む）において、準2級以上の合格者で、かつ英検CSEスコア1830点以上の者
　　Ｂ TOEFL iBTにおいて、38点以上の者 
　　Ｃ TOEIC Listening&Reading/Speaking&Writingにおいて、850点以上の者 
　　Ｄ GTEC CBTにおいて、830点以上の者
　　Ｅ ケンブリッジ英語検定において、130点以上の者
　　Ｆ 日本英語検定協会の実施するTEAPにおいて、180点以上の者
　　Ｇ 日本英語検定協会の実施するTEAP CBTにおいて、325点以上の者
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 2024年度入試 文教大学入試情報サイト

＜総合型選抜  資格優先型＞  出願資格

▼文学部  ▼情報学部  ▼国際学部  ▼経営学部

□情報学部
情報システム学科
1.大学入学資格のいずれかを有する者、および2024年3月31日までに有する見込みの者
2.情報システム学科のアドミッションポリシーに賛同する者
3.以下の①～⑰のいずれかの条件を満たしている者
　①情報処理推進機構の実施する試験（例：ITパスポート試験、基本情報技術者試験など）の合格者

　②画像情報教育振興協会（CG-ARTS協会）の実施する検定
　　（例：CGクリエイター検定ベーシックまたはエキスパートなど）の合格者
　③ICTプロフィシエンシー協会（旧パソコン検定協会）の実施する
　　 ICTプロフィシエンシー検定試験（P検）において、3級以上の合格者
　④日本情報処理検定協会の実施する情報処理技能検定試験において、1級以上の合格者
　⑤全国商業高等学校協会の実施する情報処理検定試験において、2級以上の合格者(部門は問わない)
　⑥職業教育・キャリア教育財団（旧専修学校教育振興会）の実施する
 　　情報検定（Ｊ検）情報活用試験において、1級以上の合格者
　⑦職業教育・キャリア教育財団（旧専修学校教育振興会）の実施する
　　 情報検定（Ｊ検）情報システム試験において、システムエンジニア認定またはプログラマ認定を受けた者
　⑧職業教育・キャリア教育財団（旧専修学校教育振興会）の実施する
　　 情報検定（Ｊ検）情報デザイン試験において、初級以上の合格者
　⑨統計質保証推進協会の実施する統計検定において、3級以上の合格者
　⑩日本数学検定協会の実施する実用数学技能検定において、準2級以上の合格者
　⑪実用英語技能検定（CBTを含む）において、準2級以上の合格者
　⑫日本英語検定協会の実施するTEAPにおいて、200点以上の者
　⑬日本英語検定協会の実施するTEAP CBTにおいて、350点以上の者
　⑭TOEFL iBTにおいて、45点以上の者
　⑮TOEIC（TOEIC IPを含む）またはTOEIC Listening&Reading
　　（TOEIC Listening&Reading IPを含む）において、 500点以上の者
　⑯全国工業高等学校長協会の実施するジュニアマイスター顕彰制度において、
　　 ジュニアマイスターシルバー以上の称号を授与された者
　⑰国・地方自治体・大学などの公的機関が主催または後援するコンテスト等において、優秀な成績を収めた者で、
　　 主催または後援に関して本要件を満たすことが確認できる書類を出願時に提出できる者
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 2024年度入試 文教大学入試情報サイト

＜総合型選抜  資格優先型＞  出願資格

▼文学部  ▼情報学部  ▼国際学部  ▼経営学部

情報社会学科
1.大学入学資格のいずれかを有する者、および2024年3月31日までに有する見込みの者
2.情報社会学科のアドミッションポリシーに賛同する者
3.以下の①～⑬のいずれかの条件を満たしている者
　①全国商業高等学校協会の実施する情報処理検定試験において、2級以上の合格者(部門は問わない)

　②情報処理推進機構の実施する試験（例：ITパスポート試験、基本情報技術者試験など）の合格者
　③職業教育・キャリア教育財団（旧専修学校教育振興会）の実施する
　　 情報検定（Ｊ検）情報活用試験において、2級以上の合格者
　④職業教育・キャリア教育財団（旧専修学校教育振興会）の実施する
　　 情報検定（Ｊ検）情報システム試験において、システムエンジニア認定またはプログラマ認定を受けた者
　⑤職業教育・キャリア教育財団（旧専修学校教育振興会）の実施する
　　 情報検定（Ｊ検）情報デザイン試験において、初級以上の合格者
　⑥ICTプロフィシエンシー協会（旧パソコン検定協会）の実施する
     ICTプロフィシエンシー検定試験（P検）において、3級以上の合格者
　⑦全国工業高等学校長協会の実施するジュニアマイスター顕彰制度において、
　　 ジュニアマイスターシルバー以上の称号を授与された者
　⑧統計質保証推進協会の実施する統計検定において、3級以上の合格者
　⑨日本規格協会の実施する品質管理検定（QC検定）において、4級以上の合格者
　⑩国・地方自治体・大学などの公的機関が主催または後援するコンテスト等において、優秀な成績を収めた者で、
　　 主催または後援に関して本要件を満たすことが確認できる書類を出願時に提出できる者
　⑪実用英語技能検定（CBTを含む）において、2級以上の合格者
　⑫TOEFL iBTにおいて、45点以上の者
　⑬TOEIC（TOEIC IPを含む）またはTOEIC Listening&Reading
　　（TOEIC Listening&Reading IPを含む）において、500点以上の者

メディア表現学科
1.大学入学資格のいずれかを有する者、および2024年3月31日までに有する見込みの者
2.メディア表現学科のアドミッションポリシーに賛同する者
3.以下の①～④のいずれかの条件を満たしている者
　①実用英語技能検定（CBTを含む）において、2級以上の合格者
　②TOEFL iBTにおいて、45点以上の者
　③TOEIC（TOEIC IPを含む）またはTOEIC Listening&Reading
　　（TOEIC Listening&Reading IPを含む）において、500点以上の者
　④国・地方自治体・大学などの公的機関が主催または後援するコンテスト等において、優秀な成績を収めた者で、
　　 主催または後援に関して本要件を満たすことが確認できる書類を出願時に提出できる者
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 2024年度入試 文教大学入試情報サイト

＜総合型選抜  資格優先型＞  出願資格

▼文学部  ▼情報学部  ▼国際学部  ▼経営学部

□国際学部
国際理解学科/国際観光学科
1.大学入学資格のいずれかを有する者、および2024年3月31日までに有する見込みの者
2.各学科のアドミッションポリシーに賛同する者
3.以下の①～⑧のいずれかの条件を満たしている者
　①実用英語技能検定（CBTを含む）において、2級以上の合格者で、かつ英検CSEスコア1980点以上の者

　②TOEFL iBTにおいて、42点以上の者

　③TOEIC Listening&Reading/Speaking&Writingにおいて、1150点以上の者

　④GTEC CBTにおいて、930点以上の者

　⑤ケンブリッジ英語検定において、140点以上の者

　⑥IELTS(Academic Module)において、4.0点以上の者

　⑦日本英語検定協会の実施するTEAPにおいて、225点以上の者

　⑧日本英語検定協会の実施するTEAP CBTにおいて、420点以上の者

□経営学部
経営学科
1.大学入学資格のいずれかを有する者、および2024年3月31日までに有する見込みの者
2.経営学科のアドミッションポリシーに賛同する者
3.以下の①～⑨のいずれかの条件を満たしている者
　①情報処理推進機構の実施する試験（例：ITパスポート試験、基本情報技術者試験など）の合格者

　②全国商業高等学校協会の実施する簿記実務検定試験において、1級以上の合格者(部門は問わない)
　③全国商業高等学校協会の実施する情報処理検定試験において、1級以上の合格者(部門は問わない)
　④全国商業高等学校協会の実施する商業経済検定試験において、1級以上の合格者
　⑤日本商工会議所の実施する簿記検定試験において、2級以上の合格者
　⑥ICTプロフィシエンシー協会（旧パソコン検定協会）の実施する
     ICTプロフィシエンシー検定試験（P検）において、2級以上の合格者
　⑦国・地方自治体・大学などの公的機関が主催または後援する
　　 情報処理関係またはビジネス関係のコンテストにおいて、優秀な成績を収めた者
　⑧実用英語技能検定（CBTを含む）において、2級以上の合格者
　⑨日本数学検定協会の実施する実用数学技能検定において、2級以上の合格者
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