
実用数学技能検定取得者の入試における活用校一覧（大学・短期大学・専門学校）

大学・短大名 学部(学科) 都道府県 入試区分 活用の内容
国立大学法人小樽商科大学 全(昼間コース) 北海道 推薦 一部資格を優遇する場合があるが詳細は非公表
公立大学法人公立はこだて
未来大学

システム情報科学 北海道 AO AO入試において自己アピールの１つとして参考とする

旭川大学 経済(経営経済) 北海道 公募制推薦 公募制推薦入試において特別活動等の評価として活用(６～10点／10点満点。３級以上)

旭川大学短期大学部 (生活、幼児教育) 北海道 公募制推薦 公募制推薦入試において特別活動等の評価として活用(６～10点／10点満点。３級以上)

推薦 公募推薦・自己特別推薦の出願資格の１つとして
奨学生採用 奨学生2種の受験資格の1つとして

札幌大学 全学群 北海道 推薦 自己推薦特別入試[資格]において、本学指定の資格に付加して評価する(３級以上)
札幌学院大学 非公表 北海道 非公表 非公表
札幌大学女子短期大学部 キャリアデザイン 北海道 推薦 自己推薦特別入試[資格]において、本学指定の資格に付加して評価する(３級以上)
千歳科学技術大学 理工学部 北海道 公募推薦 公募推薦入試の出願資格の１つとして参考とする（在学中に取得した資格について自己推薦できる者）

道都大学 全 北海道 AO 書類審査の際に参考とする
苫小牧駒澤大学 国際文化学部 北海道 AO 出願資格の中にある各種資格、検定や特技を持つ人は加点材料とする。また、級の設定は行わない。

函館大学 商 北海道 一般・推薦 自己アピールの１つとして参考にする
北翔大学 全(全) 北海道 自己推薦・AO 自己アピールの１つとして参考にする
北翔大学短期大学部 (全) 北海道 自己推薦・AO 自己アピールの１つとして参考にする

人文 推薦 書類審査で所有する資格として評価(級不問)
２部　経営(経営) 推薦 書類審査時に加点(または参考とする)

北海商科大学 全 北海道 推薦 書類審査の際に参考とする
北海道医療大学 全(全) 北海道 AO AO入試の書類審査の際に参考にする
北海道情報大学 全 北海道 公募制推薦 公募制推薦において加点
北海道文教大学 北海道 推薦・AO 参考資料

酪農学園大学 獣医学群以外の全学類 北海道
一般推薦、産
業振興特別推

薦
高校在学中に取得した各種試験・検定による段級の記録について点数加算

公立大学法人青森公立大学
経営経済(経営、経済、地
域みらい)

青森県 推薦・AO 参考程度

青森大学
経営、社会、ソフトウェア
情報

青森県 推薦・AO 参考程度

看護 公募制推薦 自己アピールの１つとして参考とする
経営法 推薦・AO 自己アピールの１つとして参考とする

青森中央短期大学 青森県 推薦 自己アピールの１つとして参考とする

八戸学院大学 全 青森県 一般・推薦・AO
一般＝総合的に評価する(３級以上)。推薦＝書類審査で点数化(３級以上)。AO＝総合的
に評価する(３級以上)

八戸工業大学 全 青森県 推薦・AO ＜判定優遇＞合否判定の考慮対象とする
八戸学院短期大学 (全) 青森県 一般・推薦 一般＝総合的に評価する(３級以上)。推薦＝書類審査で点数化(３級以上)
国立大学法人岩手大学 人文社会科学 岩手県 AO 自己アピールの１つとして使用可能
富士大学 経済 岩手県 AO AO入試のアピールの１つとして参考とする
国立大学法人東北大学 全 宮城県 AO 総合的評価の一指標として利用(参考程度)
石巻専修大学 全 宮城県 推薦・AO 推薦＝書類選考の参考資料の１つ。AO＝自己PRの１つとして

尚絅学院大学
総合人間科(表現文化、人間心
理、現代社会、環境構想) 宮城県 AO 自己アピールの１つとして参考とする

東北学院大学 全 宮城県 AO 自己アピールとして参考にする
東北工業大学 全 宮城県 AO AOVA入試(AO入試)の書類審査「活動記録報告書」において点数加算(３級以上)

東北福祉大学 全 宮城県 推薦・AO
選考方法に書類審査があり、志願票の一部に免許欄があるので、記載があれば参考とす
る

東北文化学園大学
科学技術(知能情報システ
ム、建築環境)

宮城県 推薦 学科が指定した資格について、5点を上限として加点評価する(級設定なし)

宮城学院女子大学 全 宮城県 AO 参考程度
公立大学法人秋田県立大学 全 秋田県 推薦 面接の際に自己アピールの１つとして

東北公益文科大学 公益(公益) 山形県
推薦・AO・
ギャップイ

ヤー
取得資格の１つとして評価の対象とする

いわき短期大学 幼児教育科 福島県 推薦 活用の内容については非公表(３級)
いわき明星大学 全 福島県 推薦・AO 調査書の評価の際、考慮する
奥羽大学 歯、薬 福島県 全 書類審査時参考とする

一般
合否判定の際、参考にする
(面接時に基礎能力調査を加え、数学部分のみ出題する)(４級程度を出題することを受験
生に周知している)

推薦・AO ４級程度の内容で基礎能力調査を行う(４級程度を出題することを受験生に周知している)

福島学院大学 福祉(福祉心理、こども) 福島県 一般・推薦・AO 参考程度
福島学院大学短期大学部 (全) 福島県 一般・推薦・AO 参考程度
国立大学法人茨城大学 人文社会科（現代社会） 茨城県 推薦 調査書の内容に含めて評価する(準１級以上)
茨城県立医療大学 保健医療 茨城県 一般・推薦 調査書に記載があれば参考にする

茨城女子短期大学 (表現文化、保育) 茨城県 AO
AO入試における出願条件の１つ「技術や技能において高度な資格を修得し，高い評価を
得ている者」：級設定なし

推薦・AO 自己アピールの１つとして
一般 準２級以上で点数加算

つくば国際短期大学 (保育) 茨城県 推薦・AO 調査書に記載あれば考慮する
常磐大学 全 茨城県 推薦・AO 選抜の際に考慮する(２級以上)
常磐短期大学 全(全) 茨城県 推薦・AO 選抜の際に考慮する(２級以上)
流通経済大学 経済、社会、流通情報、法 茨城県 自己推薦 自己推薦入試(取得資格特別）で、作文の試験が免除される(２級以上)
足利短期大学 (こども) 栃木県 推薦 ３級以上で推薦入試において調査書点に加点
宇都宮共和大学 全(全) 栃木県 推薦 書類審査の際に参考とする
宇都宮文星短期大学 (地域総合文化) 栃木県 一般・推薦・AO 書類審査の参考資料

北海道

北海道

青森県

福島県

茨城県

(全)

(健康栄養)※2018年4月名
称変更

経営情報(ビジネスデザイ
ン)

釧路短期大学

北海学園大学

青森中央学院大学

郡山女子大学短期大学部

筑波学院大学

平成11年４月以降に「実用数学技能検定（数学検定）」２級以上を取得した場合、文部科学省が行う「高等学校卒業程度認
定試験」（旧「大検」）の必須科目「数学」が試験免除されることになりました。これを受けて、「実用数学技能検定（数学検定）」取
得者を推薦入試などで活用（「優遇」「評価」「参考程度」含む）している大学・短期大学が年々増加しています。入試における
活用の状況は以下のとおりですが、データは前年度のもの、または次年度から予定のものが含まれており、入試に関してはそ
れぞれの学校の入試要項または説明会などで必ず確認してください。
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実用数学技能検定取得者の入試における活用校一覧（大学・短期大学・専門学校）

大学・短大名 学部(学科) 都道府県 入試区分 活用の内容
全(医学部を除く) 推薦・AO 出願書類に記載があれば、参考にする(級不問)

医 全 出願書類に記載があれば、参考にする(級不問)

作新学院大学 経営、人間文化 栃木県 推薦・AO 取得資格の申告がある場合、合否判定に際して考慮対象とする(級設定なし)
作新学院大学女子短期大学部 (幼児教育) 栃木県 推薦 取得資格の申告がある場合、合否判定に際して考慮対象とする(級設定なし)
佐野日本大学短期大学 (総合キャリア教育) 栃木県 一般・推薦・AO 書類審査の際の参考資料とする

全(全) 推薦 高校在学中の「活動歴」として、参考にする

社会情報
推薦(データ
解析特別枠)

出願要件　次のいずれかに該当する者で、出身学校長が責任をもって推薦でき、合格し
た場合は入学することを確約できる者
1.調査書の学習成績全体の評定平均値が4.0以上の者
2.学習成績概評がB（4.2～3.5）以上で、数学の評定平均値が4.3以上の者
3.学習成績概評がB（4.2～3.5）以上で、次のⅰ～ⅲのいずれかを取得している者
　ⅰ.実用数学技能検定：準1級以上
　ⅱ.統計検定： 3 級以上
　ⅲ.情報処理技術者試験（ITパスポートも含め、どの試験区分でも可）
なお、データ解析特別枠・一般枠併願で出願する場合、一般枠の出願要件も満たしてい
る必要があります。

公立大学法人群馬県立女子大学 全(全) 群馬県

推薦・AO・転
入学及び編入
学・社会人入

試

活用の内容については非公表

公立大学法人高崎経済大学 地域政策 群馬県 推薦 推薦入試Ⅰにおいて活動実績報告書(出願時提出書類)の評価対象とする
推薦 書類審査の際の参考とする
AO 自己アピールの１つとして参考とする

関東短期大学 (こども) 群馬県 調査書に記載があれば参考にする
群馬医療福祉大学 全 群馬県 推薦・AO 書類審査の際の参考資料とする
群馬医療福祉大学短期大学部 全 群馬県 推薦・AO 書類審査の際の参考資料とする
群馬パース大学 非公表 群馬県 非公表 非公表
高崎健康福祉大学 全 群馬県 推薦・AO 書類審査の際に参考資料とする
明和学園短期大学 (生活) 群馬県 推薦・AO 調査書に加点し優遇（級は非公開）
浦和大学短期大学部 (全) 埼玉県 AO 自己PRの１つとして(級不問)
浦和大学 全 埼玉県 AO 自己PRの１つとして(級不問)
共栄大学 教育(教育) 埼玉県 推薦 選考の際に考慮する（準２級以上）
埼玉工業大学 全(全) 埼玉県 公募推薦 公募推薦において、書類審査(配点50点)に加算される
埼玉東萌短期大学 (幼児保育) 埼玉県 一般・推薦・AO 書類審査の際に参考とする

十文字学園女子大学
(生活情報、メディアコ
ミュニケーション)

埼玉県 AO
資格実績型AO入試対象資格。レポート提出を免除し、エントリーシートと面談のみで審
査(準２級以上)

淑徳大学 教育 埼玉県 AO 優遇資格として総合点に加算（準２級以上）

城西大学
経済(経済)、経営(マネジ
メント総合)、現代政策(社
会経済システム)

埼玉県 推薦・AO AO入試で自己PRの１つとして。推薦入試で自己PRの１つとして

城西短期大学 (ビジネス総合) 埼玉県 推薦・AO AO入試で自己PRの１つとして。推薦入試で面接時に考慮
駿河台大学 全 埼玉県 自己PR型AO 自己PR型AO入試において、有資格者を優遇する可能性あり
聖学院大学 全(全) 埼玉県 AO 面接等における参考要素
西武文理大学 サービス経営 埼玉県 推薦・AO 書類審査の際に参考資料とする
東京国際大学 経済 埼玉県 資格者AO 資格者AO入試の出願資格の１つとして(準２級以上)

獨協大学
経済(経済、経営、国際環
境経済)

埼玉県 推薦 公募制推薦入試の出願資格の１つ(２級以上)

日本医療科学大学 全 埼玉県 一般・推薦・AO 自己PRの１つとして参考にする

日本薬科大学 薬(薬、医療ビジネス薬科)
埼玉県
東京都

AO 自己アピールの1つとして(加点あり)

情報(情報システム) AO 資格優先型の出願資格の1つ(準２級以上)
経営(経営) AO 資格優先型の出願資格の１つ（準２級以上）

平成国際大学 法、スポーツ健康 埼玉県 公募制推薦・AO 公募制推薦入試＝調査書に加点(級不問)。AO入試＝自己アピールの１つとして評価(級不問)。

武蔵丘短期大学 (健康生活) 埼玉県 推薦 推薦入試の書類審査において評価
目白大学 埼玉県 AO エントリーシートの記入項目に資格についてあり　※参考程度
ものつくり大学 技能工芸(全) 埼玉県 AO AO入試の自己アピールにおいて、考慮ないし参考とする
山村学園短期大学 (保育) 埼玉県 一般・推薦・AO 面接点に１点加点する

国立大学法人千葉大学
教育(学校教員養成課程／
中学校コース／数学科教育
分野)

千葉県 推薦 出願書類である活動履歴書に記載可能。また、それを証明する資料として合格証明の写しなどを提出可能

愛国学園大学 人間文化 千葉県 推薦 出願要件の１つとして
江戸川大学 全 千葉県 推薦・AO 推薦＝書類点加算。AO＝内定判定時考慮
開智国際大学 リベラルアーツ 千葉県 AO 書類審査の際に参考とする
川村学園女子大学 全 千葉県 推薦・AO 自己アピールの１つとして参考にする
敬愛大学 経済、国際 千葉県 AO 自己アピールの１つとして参考とする

淑徳大学
総合福祉、コミュニティ政
策

千葉県 AO・推薦 準２級以上でAO入試（部活動・有資格者）推薦入試の出願資格として活用

城西国際大学
経営情報、国際人文、福祉
総合、メディア、観光、環
境社会

千葉県 推薦 書類審査において加点(３級以上)

昭和学院短期大学 全 千葉県 AO 自己PRとして参考にする（３級）
児童、心理・福祉、文学、
人間栄養、音楽

推薦・AO 自己アピールの１つとして参考にする(級不問)

看護 推薦 自己アピールの１つとして参考にする(級不問)

聖徳大学短期大学部
短期大学部(保育科第一
部、保育科第二部、総合文
化学科)

千葉県 推薦・AO 自己アピールの１つとして参考にする(級不問)

清和大学 法(法律) 千葉県 一般・推薦・AO 書類選考時に参考とする
千葉科学大学 全(全) 千葉県 AO AO入試において記載があれば参考にする
千葉敬愛短期大学 非公表 千葉県 非公表 非公表
千葉経済大学 経済 千葉県 推薦・AO 合否判定考慮
千葉経済大学短期大学部 (ビジネスライフ、こども) 千葉県 一般・推薦・AO 自己アピール、参考程度
千葉工業大学 全 千葉県 推薦・AO 書類審査の際、参考とする

千葉商科大学
商経、政策情報、サービス
創造、人間社会、国際教養

千葉県 AO AO入試で自己アピールの１つとして評価

千葉明徳短期大学 (保育創造) 千葉県 一般・推薦・AO 書類審査の際に参考程度として活用

群馬県

埼玉県

千葉県

栃木県
千葉県
神奈川県
福岡県

群馬県

(保育、現代コミュニケー
ション)

国立大学法人群馬大学

育英短期大学

文教大学

聖徳大学

国際医療福祉大学
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実用数学技能検定取得者の入試における活用校一覧（大学・短期大学・専門学校）

大学・短大名 学部(学科) 都道府県 入試区分 活用の内容

中央学院大学 全 千葉県 AO・推薦
AO入試特待生、推薦入試特待生において２級以上を有する者は出願可能。AO入試一般、
公募制推薦入試において大学独自の評価により加点(３級以上)

東京基督教大学 神 千葉県 一般・推薦・AO 面接の際に参考にする
東京情報大学 総合情報 千葉県 公募制推薦 公募制推薦入学において出願条件のうち、資格要件１つとして設定

東京成徳大学
応用心理(健康・スポーツ
心理)

千葉県 推薦・AO 「特別活動の記録」で考慮

一般 「書類審査」で参考とする場合がある
AO 「書類審査」または「面接」の際に参考とする場合がある

了德寺大学 (全) 千葉県 AO 自己をアピールするものとして出願時提出可。参考程度
麗澤大学 経済(全) 千葉県 AO AO入試＝書類審査において取得資格として考慮することがある(級不問)

農(環境資源科学) AO
ゼミナール入試(AO入試)の第一次選考(出願書類の内容及びゼミナール課題レポートに基
づき総合的に評価)において出願書類の一部として総合評価の対象としている

農(生物生産学、応用生物
科学、環境資源科学、地域
生態システム学、共同獣医
学)

推薦 推薦入試選考において出願書類の一部として評価の対象としている

工(生命工学、応用化学、
化学物理工学、機械システ
ム工学、知能情報システム
工学)

推薦
推薦入試選考第一次選考(書類選考)において出願書類の一部として評価の対象としてい
る

工(生命工学、生体医用シス
テム工学、応用化学、化学物
理工学、機械システム工学、
知能情報システム工学)

帰国子女 帰国子女入試選考において出願書類の一部として評価の対象としている

農(生物生産学、応用生物
科学、環境資源科学、地域
生態システム学)

社会人 社会人入試選考において出願書類の一部として評価の対象としている

愛国学園短期大学 非公表 東京都 非公表 非公表

亜細亜大学
全(国際関係学部、経営学
部ホスピタリティ・マネジ
メント学科を除く)

東京都 一芸一能推薦 出願条件の１つとして

桜美林大学
リベラルアーツ学群、ビジ
ネスマネジメント学群、健
康福祉学群

東京都 公募制推薦 公募制推薦の出願条件資格の１つ(２級以上)

嘉悦大学
経営経済(経営経済)、ビジ
ネス創造(ビジネス創造)

東京都 AO 資格型エントリーでのエントリー資格に該当(準２級以上)

慶應義塾大学
法、理工、看護医療、総合
政策、環境情報

東京都他 AO AO入試において、自己アピールの１つとして活用することは可能

恵泉女学園大学 全(全) 東京都 推薦・AO 推薦・AO入試において、自己アピールの１つとして参考にする
工学院大学 全 東京都 公募制推薦 公募制推薦入試＜資格優遇型＞における出願資格の１つとして(２級以上)

人間開発(全) 指定校推薦 参考資格の１つとして(準２級以上)
文(中国文、外国語文化、
史)、神道文化(全)、人間
開発(全)

公募制自己推薦 公募制自己推薦(AO型)入試の自己アピール素材として使用可能(参考程度)

国士舘大学 全 東京都 AO AO入試において出願基準の１つとして

駒澤大学
経済(経済、商)、グローバ
ル・メディア・スタディー
ズ、文(英米文、歴史)

東京都 推薦 自己推薦入学試験(特性評価型)の出願条件の１つとして(準１級以上。文学部は級不問)

駒沢女子大学 人間総合 東京都 AO AO入試のエントリーシートに記載があれば参考にする
駒沢女子短期大学 (保育) 東京都 AO AO入試のエントリーシートに記載があれば参考にする

産業能率大学
経営(経営・マーケティン
グ)、情報マネジメント(現
代マネジメント)

東京都
神奈川県

推薦・AO 自己PRの１つとして書類審査の参考とする

実践女子大学 全 東京都 推薦・AO 書類審査の際の参考とする
実践女子大学短期大学部 (全) 東京都 推薦・AO 書類審査の際の参考とする
昭和女子大学 全 東京都 推薦・AO 自己アピールの１つとして
杉野服飾大学 服飾 東京都 推薦・AO 出願書類の取得資格欄に記載があれば参考資料とする(級不問)
杉野服飾大学短期大学部 服飾(服飾) 東京都 推薦・AO 出願書類の取得資格欄に記載があれば参考資料とする(級不問)
成蹊大学 全 東京都 AO 自己アピールの１つとして
聖心女子大学 文 東京都 AO AO入試において自己PRの１つとして評価する

清泉女子大学
文(日本語日本文、英語英
文、スペイン語スペイン
文、文化史、地球市民)

東京都 AO AO入試の出願書類(活動報告書)に記載があれば、評価の対象となる場合がある。

専修大学 東京都 推薦・AO 自己アピールの１つとして
大正大学 全 東京都 AO 自己アピールの１つとして
大東文化大学 全 東京都 自己推薦 自己アピールの１つとして

高千穂大学
商、経営、人間科学(人間
科学専攻)

東京都 AO AO入試の講座+講座に対する課題の免除の1つとして(準2級以上)

拓殖大学 商、工 東京都 推薦・AO 書類審査、または自己アピールの1つとして取得級に応じて評価する
多摩大学 経営情報 東京都 AO ５点加点（準２級以上）

農、経営、教育、芸術、リ
ベラルアーツ、観光

推薦 出願資格の１つで、評価平均値基準とともに基準を満たせば出願可能(準２級以上)

工 推薦 出願資格の１つで、他の資格・検定とともに出願基準を満たせば出願可能(準２級以上)

農、工、経営、教育、芸
術、リベラルアーツ、観光

AO
出願資格の１つで、他の資格・検定とともに出願基準を満たすか、評価平均値基準とと
もに基準を満たせば出願可能(準２級以上)　但し、工学部は前述のみ該当

中央大学 経済(全) 東京都 自己推薦 自己推薦入試の出願資格として(準１級以上)
津田塾大学 学芸(情報科学) 東京都 AO 高度な資格や技能を示す任意提出の書類で、自己アピールの１つとして(級不問)

帝京大学
経済、法、文、外国語、教
育、理工

東京都
栃木県
福岡県

一般・推薦
(公募制)・AO

資格を有するものは一般・推薦(公募制)・AO入試で合否判定の際に参考とする(準１級以上)

帝京科学大学 全 東京都 一般・推薦・AO 自己アピールの１つとして参考とする

東海大学
AO入試を実施する全学部全
学科・専攻・課程

東京都他 AO 自己アピールの資料として参考にする

東京有明医療大学 保健医療 東京都 AO エントリーシートに記載可能
東京家政大学 全 東京都 推薦 書類審査時、資格・検定に向けて努力したことを考慮する
東京家政大学短期大学部 (全) 東京都 推薦 書類審査時、資格・検定に向けて努力したことを考慮する

経済、経営、コミュニケー
ション、現代法

スカラシップ 特待生採用を前提とした「スカラシップ入試」の出願資格として(１級)

現代法 自己推薦
高校生活等を通じた課外活動（資格・検定試験等）で実績があることを出願資格の一部
とする

東京工芸大学
工(メディア画像、生命環
境化学、建築、コンピュー
タ応用、電子機械)

東京都 推薦・AO 参考程度

千葉県

東京都

東京都

東京都

東京都

外国語、経済、不動産、ホ
スピタリティ・ツーリズム

明海大学

国立大学法人東京農工大学

國學院大學

玉川大学

東京経済大学
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実用数学技能検定取得者の入試における活用校一覧（大学・短期大学・専門学校）

大学・短大名 学部(学科) 都道府県 入試区分 活用の内容
東京成徳短期大学 (幼児教育) 東京都 推薦・AO 書類審査参考程度
東京造形大学 (デザイン、美術) 東京都 AO 自己アピールの１つとして参考とする

東京電機大学
未来科学、工、理工、シス
テムデザイン工

東京都
埼玉県
千葉県

AO AO入試におけるアドミッションポリシー(求める人物像)の１つとして評価する

工(全)、知識工(全)、環境
(全)、メディア情報(全)、
都市生活(都市生活)、人間
科(児童)

公募推薦 公募推薦において準２級以上が加点対象(３～５点)

知識工(全)、環境(全)、メ
ディア情報(全)、都市生活
(都市生活)、人間科(児童)

AO AO型入試において自己アピールの資料として参考(級不問)

東京富士大学 全 東京都 推薦・AO
AO＝エントリー資格の1つとして参考。判定時参考。推薦入試＝推薦書の所持資格記入欄
に記載があれば書類審査の際に参考

東邦大学 理(情報科) 東京都 AO
２級以上に合格（１次・２次とも）していることをもって出願資格を満たすものとして
いる（あるいは数Ⅰ・Ⅱ・Ａ・Ｂをすべて履修していること）

AO、推薦入試を行っている
全学部全学科

推薦・AO 自己アピールの１つとして評価(参考)とする

経済（経済） 推薦・AO
自己推薦入試の出願資格：1～準2級のいずれかを受験し、1次・2次検定の両方もしくは
いずれかに合格していること。

東洋学園大学 全 東京都 全 合否判定時に優遇

日本大学　理工学部 理工(航空宇宙工) 東京都
推薦入学試験
（公募制）・
AO入学試験

推薦入学試験(公募制)およびAO入学試験において、出願要件の一部として(２級以上)

日本医科大学 非公表 東京都 非公表 非公表
文化学園大学 全(全) 東京都 全入試 記載があれば参考とする
文化学園大学短期大学部 (全) 東京都 全入試 記載があれば参考とする
文京学院大学 人間 東京都 推薦 出願資格の１つ(評定平均値が基準未満でも出願可能。２級以上)
法政大学 全 東京都 推薦・AO 自己アピールの１つとして参考にする
星薬科大学 薬(薬、創薬科) 東京都 推薦 点数加算。詳細非公表(対象階級も非公表)

人文、社会 AO AO入試の参考資料程度(自己アピール)
経済 特別選抜 特別選抜入試の参考資料程度(自己アピール)

武蔵野大学
(数理工、環境システム、
建築デザイン、会計ガバナ
ンス、経済、経営)

東京都 AO 出願資格の一部とする(２級以上)

武蔵野美術大学 造形(全学科・コース) 東京都 推薦 推薦入試で合否判定の際に参考にする(１級)
文 AO 自己推薦入試において自己PRの１つとして参考にする場合がある(級不問)

農(全)
AO

(自己推薦)
受験者が優れた活動歴として判断すれば出願資格として利用可能

総合数理(現象数理) 東京都 推薦
出願資格として「在学中の学業成績以外で、数学又は理科に関する優れた活動歴がある
こと」としており、その活動歴を証明できる資料の一例として数学検定の成績が記載さ
れた資料をあげている。

明星大学 全(全) 東京都 推薦・AO 自己アピールの１つとして参考にする場合がある
山野美容芸術短期大学 (全) 東京都 推薦・AO 自己アピールの資料として参考にする
立教大学 理 東京都 自由選抜 出願資格の１つ　※入試要項で確認してください

立正大学 法学部 東京都 AO
出願資格として、「資格を取得している者」とあるが、“実用数学技能検定”はその都
度検討。

ルーテル学院大学 総合人間 東京都 AO AO入試課題の２つのうち１つとして取り扱える可能性がある(２級以上)
和光大学 現代人間、表現、経済経営 東京都 推薦・AO 取得級にかかわらず、面接の際に参考にする

政治経済、国際教
養

AO 総合選抜入試における書類審査の一要素として評価の対象となる可能性がある

社会科学 自己推薦 自己推薦入試における書類審査の一要素として評価の対象となる可能性がある
麻布大学 獣医(動物応用科) 神奈川県 AO 自己アピールの１つとして(級不問)
小田原短期大学 (全) 神奈川県 一般・推薦・AO 自己アピールの１つとして

経営 公募制推薦
出願部門別技能・資格取得部門　公的組織・機関の資格を持っていれば受験資格として
認めている(取得時期は高等学校入学以降)

理(数理・物理) 公募制推薦 出願資格の１つとして(２級以上)
経営、理、工 AO AO入試における自己アピールの１つとして

神奈川工科大学 全 神奈川県 推薦 自己アピールの１つとして評価の対象になる

鎌倉女子大学
家政(管理栄養を除く)、児
童、教育

神奈川県 AO 自己アピールにおいて考慮・参考とする(級指定なし)

関東学院大学
理工学部(全コース)、建
築・環境学部

神奈川県 AO
資格型AO入試において、数学検定を含む多種資格の階級ごとポイントを付け、一定のポ
イントに達すると面接のみで受験することができる(出願資格。３級以上)

相模女子大学 全 神奈川県 推薦・AO 自己アピールの１つとして
相模女子大学短期大学部 (全) 神奈川県 推薦・AO 自己アピールの１つとして
松蔭大学 神奈川県 推薦・AO 総合評価に加点(合否判定)
湘南工科大学 全(全) 神奈川県 推薦・AO AO、推薦入試において、参考程度
湘北短期大学 (全) 神奈川県 一般・推薦・AO 面接の際に考慮する
田園調布学園大学 全 神奈川県 推薦・AO 自己アピールの１つとして参考とする
桐蔭横浜大学 スポーツ健康政策 神奈川県 公募制推薦 スポーツ健康政策＝公募推薦における推薦区分の１つとして

AO 公的資格の結果が提出された場合は評価対象とする
推薦 合否判定の際の参考資料とする

東洋英和女学院大学 全 神奈川県 公募制推薦
公募制推薦入試(自己推薦型)において、高校在学中の活動として出願資格の要件となり
得る

横浜商科大学 商学(全) 神奈川県 一般・推薦・AO 資格取得状況で書類審査上の参考程度
横浜女子短期大学 (保育) 神奈川県 一般・推薦・AO 合否判定考慮。出願書類に記載があれば、高校時代の実績として面接の際に質問する等、評価する

横浜薬科大学 全 神奈川県 一般・推薦・AO 書類審査の際に参考程度
敬和学園大学 全 新潟県 推薦 取得資格として評価の参考にする
新潟医療福祉大学 全 新潟県 推薦・AO 出願書類評価において、評価の対象となる場合がある

新潟経営大学
経営情報・観光経
営

新潟県 AO 自己アピールの一部として参考程度に評価

新潟工科大学 工 新潟県 一般・推薦・AO 推薦入試、AO、一般入試において合否判定の際に考慮(参考)する程度
新潟工業短期大学 自動車工業科 新潟県 推薦・AO 自己アピールの１つとして参考とする

指定校推薦 指定校推薦の出願資格の１つとして(２級以上)
AO AO入試においてポイント加算

新潟中央短期大学 (幼児教育) 新潟県 一般・推薦 調査書の点数化において、人物評価資料として評価する。詳細はHP参照。

日本歯科大学 新潟生命歯学
新潟県
東京都

AO 自己PRの１つとして

国立大学法人富山大学 全 富山県 参考程度

東京都

神奈川県

神奈川県

新潟県

東京都

東京都
埼玉県

東京都

東京都

工(全)

経済(全)

明治大学

早稲田大学

神奈川大学

東京工芸大学

新潟産業大学

東京都市大学

東洋大学

武蔵大学
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実用数学技能検定取得者の入試における活用校一覧（大学・短期大学・専門学校）

大学・短大名 学部(学科) 都道府県 入試区分 活用の内容
高岡法科大学 法 富山県 推薦 合否判定時に優遇(級に応じて評価する)

富山国際大学 現代社会 富山県
一般･推薦･
AO・特別奨学

生選抜
書類審査、または自己アピールの１つとして取得級に応じて評価する

富山短期大学 (全) 富山県 全 活動実績書に記載があれば加点対象資格として考慮する(全階級)

国立大学法人金沢大学
薬学類・創薬科学
類

石川県 AO
出願の際に提出する「活動報告書」の取得資格・検定等の欄に記入することができ、選
考の際に参考とする

金沢学院大学 (全) 石川県 一般・推薦・AO 調査書に記載があれば参考とする(準２級以上)
金沢学院短期大学 (全) 石川県 一般・推薦・AO 調査書に記載があれば参考とする(準２級以上)
金沢工業大学 全 石川県 推薦 推薦試験において出願資格の１つとして

北陸学院大学
人間総合(幼児児童教育、
社会)

石川県 推薦・AO 評価の1つとして参考にする(準２級以上)

北陸学院大学短期大学部
(食物栄養、コミュニティ
文化)

石川県 推薦・AO 評価の1つとして参考にする(準２級以上)

推薦
自己アピールの1つとして参考にする。本学が定めるその他の資格・検定と同様に取得し
ていれば、特定の試験区分において奨学金の対象となる(２級)

AO 自己アピールの1つとして参考にする
公立大学法人都留文科大学 文(初等教育、社会) 山梨県 推薦 非公表(級不問)
健康科学大学 健康科学部 山梨県 推薦・AO 書類審査の際、参考とする
帝京学園短期大学 (保育) 山梨県 一般･推薦 ３級以上は調査書の点数に換算
身延山大学 仏教 山梨県 全試験 全試験で面接試験を実施。そこでのアピール材料、参考資料等として提出可能
山梨英和大学 人間文化 山梨県 推薦・AO 自己PRの１つとして。

現代ビジネス 推薦 推薦基準は３か年の学習成績概評3.2以上であるが、有資格者は3.0以上で出願可能(準２級)

法、現代ビジネス AO とくに級を設定しないが自己PRの１つとして

国立大学法人信州大学 経法(応用経済、総合法律) 長野県 推薦

推薦要件の一つとする(級指定なし)。
--(参考)--H31年度入学者選抜要項より
・学業に関係の深いその他の資格・検定における
　上記と同等の成績

佐久大学 全 長野県 推薦 書類審査の際の参考とする
佐久大学信州短期大学部 (全) 長野県 推薦 書類審査の際の参考とする
信州豊南短期大学 (全) 長野県 一般・推薦・AO 書類審査の際に参考とする(３級)

諏訪東京理科大学
工(機械工、電気電子工、
コンピュータメディア
工)、経営情報(経営情報)

長野県 AO 自己アピールの１つとして出願可とする

長野大学 全 長野県 推薦 一般推薦入試、自己推薦入試において「特徴ある活動」として、一定の点数を加算することがある

一般 活用の内容については非公表（準１級）
推薦・AO 活用の内容については非公表（２級）

松本大学松商短期大学部 全 長野県 一般・推薦・AO ２級以上取得の場合、入学金から５万円を免除
朝日大学 法、経営 岐阜県 AO 出願条件の１つとして考慮する
岐阜経済大学 全(全) 岐阜県 推薦 準２級10点、２級以上15点として点数加算
岐阜聖徳学園大学 全 岐阜県 推薦 書類審査の際に参考とする

岐阜女子大学
家政、文化創造(書道・国
語専修除く)

岐阜県 AO・一般推薦 合否判定の際に考慮する

正眼短期大学 (禅、人間) 岐阜県 一般・推薦 自己アピールの資料として参考にする
高山自動車短期大学 (自動車工学) 岐阜県 一般･推薦 総合評価
中京学院大学 経営 岐阜県 AO AO入試資格取得部門エントリーの１つとして
中部学院大学 教育 岐阜県 推薦 加点対象とする(準２級以上)
中部学院大学短期大学部 (幼児教育、社会福祉) 岐阜県 推薦 加点対象とする(準２級以上)
東海学院大学・東海学院大
学短期大学部

全(全) 岐阜県
専門学科・総
合学科推薦

専門学科・総合学科推薦入試において出願資格の１つとして(３級以上)

静岡英和学院大学 人間社会 静岡県 AO 出願資格(「技術・技能において高度な資格水準を有する者」にあたる)として評価

静岡英和学院大学短期大学部
(現代コミュニケーショ
ン、食物)

静岡県 AO 出願資格(「技術・技能において高度な資格水準を有する者」にあたる)として評価

静岡産業大学 全 静岡県 AO 面接試験でのアピールの１つとして
静岡福祉大学 社会福祉、子ども 静岡県 AO・推薦 書類審査にて参考資料とする

推薦 出願書類に記載があれば参考にする
AO 自己PRの１つとして参考にする

全(全) 推薦 参考とする
実施する全(全) AO 参考とする

浜松学院大学
現代コミュニケーション
(地域共創、子どもコミュ
ニケーション)

静岡県 AO
・自己PRの1つとして参考にする   
・AO入試の活動実績アピール型の出願条件のひとつとする

浜松学院大学短期大学部 (幼児教育) 静岡県 推薦 自己PRの1つとして

愛知学院大学
文、心身科学(健康栄養を
除く)、商、経営、法、総
合政策

愛知県 AO 自己アピールの１つとして

愛知学院大学短期大学部 (歯科衛生) 愛知県 AO 自己アピールの１つとして
家政 推薦 推薦入試において「特技資格等」として点数化している
現代マネジメント 推薦 推薦入試において、書類審査の際に参考とする

愛知学泉短期大学 (全) 愛知県 推薦 推薦入試において「特技資格等」として点数化する場合がある
推薦 出願書類に記載があれば参考にする
AO 自己ＰＲの１つとして参考にする

推薦 出願書類に記載があれば参考にする
AO 自己ＰＲの１つとして参考にする

愛知工業大学 全(全) 愛知県 推薦 一般推薦入試における出願条件の１つとして(２級以上)
愛知江南短期大学 (こども健康) 愛知県 推薦 自己推薦入試：自己アピールの１つとして
愛知産業大学 全 愛知県 AO 自己アピールの１つとして

愛知東邦大学
経営(地域ビジネス、国際
ビジネス)、人間(人間健
康)、教育(子ども発達)

愛知県 推薦 自己推薦入試で対応(参考程度)

愛知文教大学 人文(人文) 愛知県 推薦・AO 資格・諸活動の加算点とする
愛知文教女子短期大学 (全) 愛知県 推薦・AO 自己アピールの１つとして
愛知みずほ大学短期大学部 (生活) 愛知県 一般 総合判定の際に参考とする

AO 自己アピールの１つとして
推薦（一芸一
能特別選抜）

出願資格の１つとして（準２級以上）

AO 自己アピールの１つとして
推薦（一芸一
能特別選抜）

出願資格の１つとして（準２級以上）

愛知県

愛知県

長野県

静岡県

静岡県

愛知県

愛知県

愛知県

福井県

山梨県

全

工

(自動車工業)

全

(全)

工、環境情報、スポーツ健
康科

歯学部

愛知工科大学自動車短期大学

至学館大学

至学館大学短期大学部

山梨学院大学

松本歯科大学

静岡理工科大学

常葉大学

愛知学泉大学

愛知工科大学

福井工業大学
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実用数学技能検定取得者の入試における活用校一覧（大学・短期大学・専門学校）

大学・短大名 学部(学科) 都道府県 入試区分 活用の内容
修文大学短期大学部 (全) 愛知県 自己推薦・AO 自己推薦入試、AO入試において、出願条件の自己アピールの１つとして
中京大学 工 愛知県 推薦 出願資格あり(２級以上)
中部大学 全 愛知県 AO 参考事項の一部として取り扱う

東海学園大学 全 愛知県
公募推薦・資
格取得者推薦

公募推薦・資格取得者推薦において評価対象の１つ(準２級、２級)

同朋大学 全 愛知県 推薦 正課外活動評価の中で取得資格について点数化(級に応じて評価する)
豊田工業大学 工(先端工学基礎) 愛知県 推薦 出願資格の１つとして(２級以上)

豊橋創造大学短期大学部 (キャリアプラニング) 愛知県 特別入試
奨学生入試において、調査書類審査の加点対象とする
・文部科学省認定の資格の場合、１級５点、２級３点、３級２点
・その他１点

名古屋学院大学
英米語・リハビリテーショ
ン学科以外の全学科

愛知県 推薦 一般推薦(前期)小論文＋面接型において評定平均に加算する

名古屋経営短期大学 非公表 愛知県 非公表 非公表
名古屋経済大学 全(全) 愛知県 AO 多様な能力や資格を持つ者として認め、評価している
名古屋産業大学 非公表 愛知県 非公表 非公表

推薦 推薦入試の得点に加算　準２級＝２点、２級＝５点
AO AO入試の得点に加算（加算対象は２級・準２級）

名古屋文理大学 全 愛知県 公募制推薦
公募制推薦入試における出願条件の１つ「各種検定合格・資格取得などにおいて顕著な
成果がある者」。級設定なし

名古屋文理大学短期大学部 (食物栄養) 愛知県 推薦 自己推薦入試においての出願資格の１つとして

皇學館大学
文(全)、教育(全)、現代日
本社会(全)

三重県 推薦 資格取得者対象自己推薦入試の出願条件（２級以上）

AO 参考程度
推薦 加点

滋賀短期大学 (全) 滋賀県 AO AO入試において自己アピールの１つとして活用することは可能
長浜バイオ大学 バイオサイエンス 滋賀県 推薦 公募制推薦(自己推薦型)Cの書類審査に加点(準２級以上)。点数は非公表。

びわこ学院大学
教育福祉(子ども、スポー
ツ教育)

滋賀県 推薦・AO 自己推薦入試、AO入試において、自己アピールの１つとして参考とする

びわこ学院大学短期大学部 (ライフデザイン) 滋賀県 推薦・AO 自己推薦入試、AO入試において、自己アピールの１つとして参考とする
びわこ成蹊スポーツ大学 スポーツ 滋賀県 AO 自己推薦型AO入試において、エントリー条件となることがある

大谷大学

文（真宗・仏教・歴史）、
社会（現代社会）、教育
（教育学科初等教育コー
ス）

京都府 自己推薦 自己推薦項目の1つとして活用する

京都外国語大学 外国語(全) 京都府 自己推薦 自己推薦において出願があれば評価の対象とする
京都外国語短期大学 (キャリア英語) 京都府 自己推薦 自己推薦において出願があれば評価の対象とする
京都経済短期大学 (経営情報) 京都府 推薦 推薦入試、AO入試において加味している(参考資料。点数化はしていない)

京都光華女子大学
AO入試を実施する全学部・
全学科・全専攻

京都府 AO AO入試において参考資料とする

京都光華女子大学短期大学部 (ライフデザイン) 京都府 AO AO入試において参考資料とする

全 公募制推薦
推薦入学選考(公募)は総合評価型において優遇。基礎考査と調査書の総合点が合格最低
点に達しなかった場合、合格最低点から資格や活動の難易によって決められた範囲を設
けて合否を判定する(２級以上)

理(数理科学) AO
出願要件　次のいずれかに該当する者「高等学校等で数学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、A、Bをすべて履
修」「実用数学技能検定２級以上の資格を取得」

理(物理科学) AO
出願要件　次のいずれかに該当する者「高等学校等で数学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、A、B、物理基
礎、物理をすべて履修」「実用数学技能検定２級以上の資格を有し、物理基礎・物理に
相当する科目を履修」

京都女子大学 全(全) 京都府 公募制推薦 学科、専攻により異なるが自己推薦で加点される場合がある

京都精華大学 全(全) 京都府 推薦
公募制推薦入試・後期における、自己PR素材の課外活動実績として提示可能。自己推薦
書と自己PR素材で100点を配点する。

京都橘大学 現代ビジネス、国際英語 京都府 推薦
総合学科・専門学科推薦入試において、準１級以上合格者に30点、２級合格者に25点、
準２級合格者に20点、３級合格者に10点をそれぞれ特別点として加点する

一般 調査書に記載があれば選考の際に参考にする

推薦
Ａ日程・Ｂ日程・Ｃ日程、指定校特別入試において調査書または自己推薦書に記載があ
れば選考の際に参考にする

AO エントリートシートの評価の参考とする
京都ノートルダム女子大学 全 京都府 AO AO入試において「優遇措置」は行っていないが自己アピールの手段として利用可能
京都文教大学 全 京都府 AO 自己アピールの１つとして
京都文教短期大学 (全) 京都府 AO 自己アピールの１つとして

同志社大学
商、文化情報、スポーツ健
康科、生命医科

京都府 AO アピールポイントの１つとして

同志社女子大学
AO入試を行っている全学部
全学科

京都府 AO 自己アピールの１つとして参考にする

推薦 自己アピール(A方式)にて自己申告により評価
AO 自己申告(エントリー)により評価

佛教大学 教育(教育) 京都府 AO AO選抜のエントリー資格の１つとして(２級以上)
明治国際医療大学 全 京都府 推薦 合否判定の際に参考資料とする

AO
AO選抜入学試験(各学部による独自方式)における出願資格の１つとして(準１級以上)
※詳細は各募集要項で必ず確認してください。

一般
センター試験方式における出願条件の１つとして(準１級以上)　※詳細は各募集要項で
必ず確認してください。

特別入試
文化・芸術活動に優れた者の特別選抜入学試験における出願資格の１つとして(準１級以
上)　※詳細は各募集要項で必ず確認してください。

理工、情報理工、生命科 特別入試
スポーツ能力に優れた者の特別選抜入学試験における出願資格の１つとして(準１級以
上)　※詳細は各募集要項で必ず確認してください。

龍谷大学
文、経済、経営、法、政
策、理工、社会、国際

京都府
滋賀県

推薦 文化・芸術・社会活動選抜入試における出願資格の１つとして

龍谷大学短期大学部 京都府 推薦 文化・芸術・社会活動選抜入試における出願資格の１つとして
国立大学法人大阪教育大学 教育 大阪府 一般 参考とする
公立大学法人大阪市立大学 経済 大阪府 一般 後期日程ユニーク選抜において、参考程度。自己アピールの１つとして
公立大学法人大阪府立大学 非公表 大阪府 非公表 非公表

追手門学院大学
経済、経営、地域創造、社
会、国際教養

大阪府 特別入試 特別入試(課外活動・一芸一能型)の出願条件(自己アピール)の１つとして

京都府

京都府
滋賀県
大阪府

愛知県

三重県

京都府

京都府

全

(仏教)

全(全)

理工、情報理工、
生命科、薬

全

京都西山短期大学

花園大学

立命館大学

名古屋商科大学

四日市大学

京都産業大学
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実用数学技能検定取得者の入試における活用校一覧（大学・短期大学・専門学校）

大学・短大名 学部(学科) 都道府県 入試区分 活用の内容
全 AO AO入試活動評価型自己アピールの１つとして(級指定なし)
経済(経済) 推薦 資格推薦入試において出願資格の１つとして(準２級以上)

大阪学院大学短期大学部 (全) 大阪府 AO AO入試活動評価型自己アピールの１つとして(級指定なし)

大阪経済法科大学
法(法律)、経済(経済)(経
営)

大阪府 AO エントリー通過選考時に取得級を考慮のうえ評価

大阪工業大学 知的財産(知的財産) 大阪府 AO 出願資格のうち、取得資格として活用することが可能(級不問)
大阪国際大学 全(全) 大阪府 AO 取得資格として評価(準２級以上)
大阪国際大学短期大学部 (全) 大阪府 AO 取得資格として評価(準２級以上)

経営、経済、デザイン工
(建築・環境デザイン)

推薦 資格推薦入学試験(２級以上)

工(電子情報通信工) 推薦 資格推薦入学試験(準１級以上)

大阪樟蔭女子大学
学芸(健康栄養学科以外)、
心理、児童

大阪府 AO 資格取得者を出願要件(級不問)

大阪商業大学
経済(経済)、総合経営(経
営、商)、公共(公共)

大阪府 推薦 資格特別推薦入学試験・資格公募推薦入学試験において評価(２級以上)

大阪千代田短期大学 (全) 大阪府 一般・推薦・AO 書類審査で点数化（準2級以上加点）※一般入試は参考程度

大阪電気通信大学
工、情報通信工学、医療福
祉工学、総合情報、金融経
済

大阪府 推薦 公募推薦入試において当日の試験に加点(３級以上)

大阪人間科学大学 全 大阪府 AO 自己アピールの１つとして。（参考程度）

関西大学

文､経､商､社会､政策創造､
人間健康、総合情報､シス
テム理工､環境都市工､化学
生命工

大阪府 AO AO入試の自己PRの１つとして活用できる　※詳細は募集要項で必ず確認してください

全(全) 推薦 書類審査の際に参考とする（級の指定なし）
保健医療(はり灸・スポー
ツトレーナー、ヘルスプロ
モーション整復)

AO 書類審査の際に参考とする（級の指定なし）

近畿大学 工、産業理工 大阪府 AO 自己PRの１つとして
四天王寺大学 全 大阪府 推薦 推薦入試(特技入試資格型)において、点数化して評価。１級＝20点、準１級＝15点、２級＝10点

四天王寺大学短期大学部 (全) 大阪府 推薦 推薦入試(特技入試資格型)において、点数化して評価。１級＝20点、準１級＝15点、２級＝10点

全 推薦 公募制推薦入試「総合評価方式」において、得点化して評価(準２級以上)
法、外国語、経済、経営、
理工

AO 自己推薦評価型において、自己PRの１つとして評価する(級不問)

相愛大学 人文 大阪府 推薦 判定時に加点。最高２/10点

太成学院大学
人間(子ども発達、健康ス
ポーツ、心理カウンセリン
グ)、経営(現代ビジネス)

大阪府
公募推薦入試
Ⅳ方式・AO

資格点として点数加算。準２級＝２５点、２級＝５０点　その他に資格奨学金制度とし
て準２級はＢ奨学金125,000円、２級はＡ奨学金250,000円を支給

常磐会短期大学 (幼児教育) 大阪府 AO AO入試の自己PRの１つとして参考にする
一般･推薦 学科試験(１科目)を免除(準２級以上)

AO 面談回数の減
(秘書) 一般･推薦 学科試験(１科目)を免除(準２級以上)
(秘書、幼児教育保育) AO 面談回数の減

平安女学院大学 (国際観光、子ども教育)
大阪府
京都府

AO 自己アピールの１つとして参考にする

平安女学院大学短期大学部 保育科 大阪府 AO 自己アピールの１つとして参考にする

桃山学院大学 全 大阪府
推薦(特別活
動推薦)

出願資格(２級以上)

森ノ宮医療大学 全(全) 大阪府 AO 活用の内容については非公表(準１級以上)
公立大学法人兵庫県立大学 環境人間 兵庫県 推薦 取得級に応じて加点する(２級以上)

芦屋大学
臨床教育(教育、児童教
育)、経営教育(経営教育)

兵庫県 一般・推薦 高校時代の実績として３級以上を点数化し、加算する

芦屋学園短期大学 (幼児教育) 兵庫県 一般・推薦・AO 取得の有無により判定で活用している

大手前大学
現代社会、総合文化、メ
ディア・芸術

兵庫県 AO 参考程度

社会福祉(社会福祉)、教育
(児童教育、保健教育)

AO 参考程度

教育(保健教育) 自己推薦 自己アピールの参考とする
社会、法、人間福祉、教育 AO 出願資格として使用可能(級不問)
経済 AO 「数学能力重視型」の出願資格のひとつとして使用(２級以上)

神戸医療福祉大学 社会福祉 兵庫県 推薦 推薦入試での加点
甲子園大学 栄養(フードデザイン) 兵庫県 AO 面接点の配点に100点を超えない範囲で加点(15点)(準２級以上)
神戸海星女子学院大学 全 兵庫県 推薦・AO 参考程度

法、経済、経営、人文、心
理、現代社会、グローバ
ル・コミュニケーション、
総合リハビリテーション
(社会リハビリテーション)

推薦 取得級に応じて得点を与える(３級以上)

総合リハビリテーション
(理学療法、作業療法)、栄
養、薬

推薦 取得級に応じて得点を与える(２級以上)

人文、心理、グローバル・
コミュニケーション、総合
リハビリテーション(社会
リハビリテーション)

AO 書類審査の際、参考とする

神戸芸術工科大学 芸術工学(環境デザイン) 兵庫県 資格推薦 資格推薦入学試験(Ⅰ・Ⅱ)において出願条件の１つとして
神戸国際大学 経済 兵庫県 推薦 入試科目の獲得点に加点している(５～20点)

推薦
公募制推薦入試（面接型）［学科別特色入試］（音楽実技/美術実技）（面接・発表型）
（基礎運動能力テスト）においてPRの1つとする

AO 自己PRの1つとする

推薦
公募制推薦入試（面接型）公募制推薦入試［学科別特色入試］(小論文型)において自己
PRの1つとする

AO 自己PRの1つとする
神戸山手大学 全 兵庫県 その他 参考程度
神戸山手短期大学 兵庫県 その他 参考程度
産業技術短期大学 (全) 兵庫県 推薦 推薦入試においてレベルを問わず、一定点を加算
園田学園女子大学 兵庫県 全入試において調査書を必ずチェックしているので参考にしている。点数化はしていない

園田学園女子大学短期大学部 兵庫県 全入試において調査書を必ずチェックしているので参考にしている。点数化はしていない

大阪府

大阪府

兵庫県

兵庫県

兵庫県

兵庫県

大阪府

大阪府

大阪府

大阪府

文(総合文化)

教育(教育)

発達教育

神戸親和女子大学

摂南大学

プール学院大学

プール学院大学短期大学部

関西福祉大学

関西学院大学

神戸学院大学

大阪学院大学

大阪産業大学

関西医療大学
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実用数学技能検定取得者の入試における活用校一覧（大学・短期大学・専門学校）

大学・短大名 学部(学科) 都道府県 入試区分 活用の内容
人間社会学群 推薦 公募推薦入試において合否判定時に考慮する(準２級以上)

・人間社会学群
・医療保健

AO
エントリーシート（級不問）　・こども保健学科、臨床工学科　自己アピール書　　※
詳細はＡＯ募集要項参照

湊川短期大学 非公表 兵庫県 非公表 非公表
国立大学法人奈良教育大学 教育 奈良県 推薦 推薦入試(地域枠)においてのみ、評価指標の対象にする(基準は非公表)
帝塚山大学 全 奈良県 AO AO入試において、自己アピールの１つとして評価(級設定なし)

天理大学
国際、文学、人間(人間関
係＜生涯教育専攻＞)

奈良県 自己推薦 自己推薦該当基準の「その他」に該当

奈良大学 文(全)、社会(全) 奈良県
指定校推薦・
AO・校友特別

推薦
面接試験で参考にする場合がある(２級以上)

奈良学園大学 全 奈良県 AO 参考程度
奈良学園大学奈良文化女子
短期大学部

(幼児教育) 奈良県 推薦・AO 書類審査の際に参考程度

国立大学法人島根大学 人間科(人間科) 島根県 AO
基本的に参考資料として採用するが、試験区分により判定考慮する場合がある(一般型で
１次選考を実施した場合)。(級不問)

岡山商科大学 全(全) 岡山県 一般・推薦・AO 調査書に記入していれば考慮する(級についてはとくにこだわらない)
川崎医療福祉大学 医療技術(臨床工) 岡山県 推薦 推薦入試前期のうち、「有資格での入試」において、「有資格出願条件」としている（２級以上）

吉備国際大学 全(全) 岡山県 推薦・AO 参考程度

倉敷芸術科学大学
芸術、危機管理、生命科学
(生命医科、動物生命科以
外)

岡山県 自己推薦 自己推薦入試(スポーツ・芸術等)の出願資格の１つとして評価

山陽学園大学 総合人間 岡山県 推薦 級の指定はないが、調査書に記載があれば参考にする
山陽学園短期大学 岡山県 推薦 級の指定はないが、調査書に記載があれば参考にする
就実大学 人文科学、教育、経営 岡山県 自己推薦 自己PRの１つとして参考にする
就実短期大学 (幼児教育、生活実践科) 岡山県 自己推薦 自己PRの１つとして参考にする
中国学園大学 全 岡山県 一般・推薦・AO 書類審査の際に参考とする
中国短期大学 全 岡山県 一般・推薦・AO 書類審査の際に参考とする
ノートルダム清心女子大学 岡山県 推薦 書類審査の際に参考にすることがある。詳細非公表
国立大学法人広島大学 全 広島県 AO 自己アピールの１つとして(要証明資料)
比治山大学 全(全) 広島県 推薦 一般推薦(専願)入試において点数加算する場合がある
広島経済大学 経済 広島県 AO 自己PRの１つとして

広島国際大学 全(全) 広島県 公募制推薦他
専門学科・総合学科特別推薦入学選考において、本学所定の推薦書の評価項目の１つと
して準２級以上を点数化し加算

広島国際学院大学自動車短
期大学部

(自動車工業) 広島県 特待生入試 出願の条件として活用(４級以上)

広島修道大学

人文(教育)、法(法律)、健
康科学(心理、健康栄養)、
国際コミュニティ(国際政
治、地域行政)

広島県 一般 一般入試前期Ｃ日程において、２級＝５点、準１級以上＝10点を加点する。ただし満点は超えない。

広島女学院大学 全(全) 広島県 AO 書類審査の際に参考とする
比治山大学短期大学部 (全) 広島県 推薦 一般推薦(専願)入試において点数加算する場合がある

理(物理・情報科学) AO 第１次選抜の加点対象（１級、準１級）
工(全) AO 第１次選抜の加点対象（１級、準１級、２級）

公立大学法人山陽小野田市
立山口東京理科大学

全 山口県 推薦 参考程度

岩国短期大学 全 山口県 推薦 推薦入試において３級以上を取得していれば、評定平均2.5以上で出願可

東亜大学 全(全) 山口県 推薦
「推薦書」に検定取得の記載があれば総合評価の１つとして点数化の対象になるが、級
設定、点数内容は非公表。

徳山大学 全 山口県 AO 自己アピールの1つとして

四国大学
経営情報(経営情報、メディ
ア情報)、生活科(生活科) 徳島県

AO入試(自己
推薦型)

出願要件の１つとして(準２級以上)

四国大学短期大学部
(人間健康科<食物栄養専攻
>)

徳島県
AO入試(自己
推薦型)

出願要件の１つとして(準２級以上)

徳島文理大学短期大学部 (全)
徳島県
香川県

資格利用入試 資格利用入試において、出願要件の１つとして(準２級以上)

国立大学法人香川大学 経済、工 香川県 推薦 評価対象の１つとしている(工学部は「推薦Ⅰ」入試)

香川短期大学
生活文化学科＜介護福祉専
攻＞経営情報科

香川県 推薦 資格利用推薦入試の出願資格(準２級以上)

四国学院大学 全 香川県 推薦・AO 書類審査、面接の際に参考とする
高松大学 全 香川県 推薦・AO アピールの１つとして使用できたり、参考資料とする
高松短期大学 (全) 香川県 推薦・AO アピールの１つとして使用できたり、参考資料とする
松山大学 経済(経済) 愛媛県 推薦 出願資格の１つとして(２級以上)

高知県公立大学法人高知工科大学
経済・マネジメン
ト

高知県 AO(数学区分) 数学能力検査を免除する(準１級以上)

北九州市立大学 経済 福岡県 推薦 準２級以上で調査書に加点の判断資料とする
公立大学法人九州歯科大学 歯(歯、口腔保健) 福岡県 一般・AO 参考程度
折尾愛真短期大学 (経済) 福岡県 一般 特待生の受験資格(１級)
九州栄養福祉大学 (全) 福岡県 推薦 推薦入試において考慮(準２級以上)

九州大谷短期大学 (全) 福岡県 一般・推薦
一般入試、推薦入試において、提出書類の自己PR書に記入することにより、多様な活動
の一部として評価

九州共立大学 経済、スポーツ 福岡県 推薦・AO 面接時の自己PRの１つ
九州国際大学 全 福岡県 AO AO入試(一芸一能)の出願資格の１つとして(２級以上)

九州産業大学
経済、理工(機械工)、生命
科、建築都市工(都市デザ
イン工)

福岡県 推薦 出願資格の１つとして(準２級以上)

九州情報大学 経営情報 福岡県 推薦・AO 判定考慮(級設定なし)
久留米工業大学 工(全) 福岡県 推薦・AO 点数加算(４級以上)
純真短期大学 (全) 福岡県 推薦・AO 自己PRの１つとして参考にする
精華女子短期大学 (全) 福岡県 推薦 参考程度
西南学院大学 商(経営) 福岡県 公募制推薦 公募制推薦入試(公募制B)において、出願資格の１つとして(２級以上)
筑紫女学園大学 全 福岡県 推薦 自己推薦入試において、自己アピールの１つとして参考にする(級の指定なし)

推薦 書類評価に加点する
AO 自己アピールの1つとして

日本経済大学 全(全) 福岡県 AO AO入試（文化教養一芸一能入試）において自己アピールの材料として使うことができる

東筑紫短期大学 (全) 福岡県 推薦 推薦入試において考慮(準２級以上)

兵庫県

山口県

福岡県全

姫路獨協大学

国立大学法人山口大学

西日本工業大学
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実用数学技能検定取得者の入試における活用校一覧（大学・短期大学・専門学校）

大学・短大名 学部(学科) 都道府県 入試区分 活用の内容
商(商、経営、貿易、会計
専門職プログラム、商二部
(会計専門職プログラム)

AO 出願資格の１つとして総合的に判定する(２級以上)

経済(経済) 推薦 自己アピールについて参考とする
福岡医療短期大学 福岡県 非公表
福岡歯科大学 口腔歯 福岡県 推薦・AO 自己アピールの１つとして
福岡女学院看護大学 看護 福岡県 推薦 自己アピールの１つとして参考にする
佐賀女子短期大学 (全) 佐賀県 AO AO入試(一芸一能)の出願要件の１つとして考慮
西九州大学 全 佐賀県 推薦・AO 面接時の参考となる
西九州大学短期大学部 (全) 佐賀県 推薦・AO 面接時の参考とする
国立大学法人長崎大学 長崎県 AO AO入試で参考とする場合がある
長崎県公立大学法人長崎県立大学 国際社会 長崎県 AO AO入試の自己アピールの１つとして活用できる(優遇措置はなし)
活水女子大学 国際文化(日本文化) 長崎県 推薦 参考とする
長崎ウエスレヤン大学 現代社会 長崎県 AO 面接時参考

人間社会(国際観光、社会
福祉)、健康管理(健康栄
養)、薬(薬)

推薦 自己アピールの１つとして参考にする(級不問)

人間社会(国際観光、社会
福祉)、薬(薬)

AO 自己アピールの１つとして参考にする(級不問)

長崎総合科学大学 工、総合情報 長崎県 AO 自己アピールの１つとして参考にする
長崎短期大学 長崎県 推薦・AO 自己アピールの1つとして参考にする
国立大学法人熊本大学 文、法、理、工 熊本県 AO 「活動歴報告書」に記載があれば参考とする
公立大学法人熊本県立大学 総合管理(総合管理) 熊本県 推薦 参考程度（志願者調書に資格記入欄あり）
九州看護福祉大学 看護福祉 熊本県 推薦・AO AO・推薦入試において調査書点数化の際に考慮する(級指定なし)
九州ルーテル学院大学 人文 熊本県 一般・推薦 １級は点数加算
熊本保健科学大学 全 熊本県 推薦 参考程度(準２級以上)
尚絅大学 現代文化 熊本県 AO 活用の内容については非公表
尚絅大学短期大学部 (総合生活) 熊本県 AO 活用の内容については非公表
平成音楽大学 音楽(こども) 熊本県 特待生入試 特待生入試の試験科目の自己アピールにおいて、アピールすることが可能。参考とする。級の定めなし

大分短期大学 (園芸) 大分県 一般・推薦・AO 書類審査の際に参考にする

日本文理大学 工(全) 大分県 AO
ジュニアマイスター顕彰制度における指定科目の１つであるため、この制度を活用した
AO入試ジュニアマイスター型で活用する場合がある

東九州短期大学 大分県 一般・推薦・AO 参考にする場合がある
別府大学 全(全) 大分県 推薦・AO 自己アピールの１つとして
別府大学短期大学部 全(全) 大分県 推薦・AO 自己アピールの１つとして
別府溝部学園短期大学 (全) 大分県 一般・推薦・AO 合否判定時に加点し優遇(２級以上)
立命館アジア太平洋大学 アジア太平洋、国際経営 大分県 AO 活動実績アピール方式において判定の参考にする
九州保健福祉大学 全 宮崎県 AO 面談等での参考程度
宮崎国際大学 非公表 宮崎県 非公表 非公表
宮崎産業経営大学 法、経営 宮崎県 推薦 推薦入試において参考として(準２級以上)

鹿児島県立短期大学 (全) 鹿児島県 推薦
自己アピールの１つとして利用でき、また「調査書」において検定取得の記載があり、
証明書類（写し）の添付があれば点数化の対象となり得るが、点数化の内容等は非公表
である。

鹿児島国際大学
経済(経済、経営)、国際文
化(国際文化、音楽)

鹿児島県 AO 自己アピールの１つとして活用できる

鹿児島純心女子大学 全(全) 鹿児島県 AO 自己アピールの１つとして参考にする
鹿児島純心女子短期大学 (全) 鹿児島県 一般・推薦・AO 自己アピールの１つとして参考にする
鹿児島女子短期大学 鹿児島県 一般・推薦・AO 自己アピールの１つとして参考にする
第一工業大学 工(全) 鹿児島県 AO・推薦 出願資格のうち、取得資格として活用することが可能
第一幼児教育短期大学 (幼児教育) 鹿児島県 一般・推薦・AO 参考程度

推薦 調査書を点数化する際に使用(２級程度)
AO 自己アピールの１つとして参考にする

沖縄大学 沖縄県 AO 自己PRの一部として

沖縄キリスト教学院大学
人文(英語コミュニケー
ション)

沖縄県 推薦・AO 出願の際の自己PRとして

沖縄キリスト教短期大学 (英語、保育) 沖縄県 推薦・AO 自己アピールの１つとして

福岡県

長崎県

沖縄県国際学群公立大学法人名桜大学

福岡大学

長崎国際大学

www.su-gaku.net/suken/ 公益財団法人 日本数学検定協会



実用数学技能検定取得者の入試における活用校一覧（大学・短期大学・専門学校）

専門学校名 学部(学科) 都道府県 入試区分 活用の内容
学校法人太田アカデミー(太
田情報商科専門学校・太田
医療技術専門学校・専門学
校太田自動車大学校)

(全) 群馬県 特待入試Ⅱ 受験資格として

穴吹医療福祉専門学校 (全) 広島県 一般・推薦 学費から５万円免除(準２級以上)
穴吹情報デザイン専門学校 (全) 広島県 一般・推薦 学費から５万円免除(準２級以上)
穴吹調理製菓専門学校 (全) 広島県 一般・推薦 学費から５万円免除(準２級以上)
穴吹デザイン専門学校 (全) 広島県 一般・推薦 学費から５万円免除(準２級以上)
穴吹動物専門学校 (全) 広島県 一般・推薦 学費から５万円免除(準２級以上)
穴吹ビューティ専門学校 (全) 広島県 一般・推薦 学費から５万円免除(準２級以上)
穴吹学園(徳島)　専門学校
穴吹情報公務員カレッジ

(全) 徳島県 一般・推薦・AO 学費から５万円免除(準２級以上)

穴吹学園(徳島)　専門学校
穴吹調理デザインビュー
ティカレッジ

(全) 徳島県 一般・推薦・AO 学費から５万円免除(準２級以上)

穴吹学園(徳島)　専門学校
穴吹福祉医療カレッジ

(全) 徳島県 一般・推薦・AO 学費から５万円免除(準２級以上)

穴吹学園(高松)　専門学校
穴吹医療大学校

(全) 香川県 一般・推薦・AO 学費から５万円免除(準２級以上)

穴吹学園(高松)　専門学校
穴吹工科カレッジ

(全) 香川県 一般・推薦・AO 学費から５万円免除(準２級以上)

穴吹学園(高松)　専門学校
穴吹コンピュータカレッジ

(全) 香川県 一般・推薦・AO 学費から５万円免除(準２級以上)

穴吹学園(高松)　専門学校
穴吹デザインカレッジ

(全) 香川県 一般・推薦・AO 学費から５万円免除(準２級以上)

穴吹学園(高松)　専門学校
穴吹動物看護カレッジ

(全) 香川県 一般・推薦・AO 学費から５万円免除(準２級以上)

穴吹学園(高松)　専門学校
穴吹パティシエ福祉カレッジ

(全) 香川県 一般・推薦・AO 学費から５万円免除(準２級以上)

穴吹学園(高松)　専門学校
穴吹ビジネスカレッジ

(全) 香川県 一般・推薦・AO 学費から５万円免除(準２級以上)

穴吹学園(高松)　専門学校
穴吹ビューティカレッジ

(全) 香川県 一般・推薦・AO 学費から５万円免除(準２級以上)

穴吹学園(高松)　専門学校
穴吹リハビリテーションカ
レッジ

(全) 香川県 一般・推薦・AO 学費から５万円免除(準２級以上)
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