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

学校名(学科・コース) 都道府県 階級 活用の内容
独立行政法人国立高等専門学校機構
釧路工業高等専門学校

北海道 ３級以上 特別推薦選抜において出願できる要件のうちの１つである

独立行政法人国立高等専門学校機構
苫小牧工業高等専門学校(全学科)

北海道 推薦入試、一般入試において参考程度

北海道北見商業高等学校 北海道 非公表 非公表

北海道釧路工業高等学校(全科) 北海道 ３級以上 非公開

北海道札幌西陵高等学校(普通科) 北海道 ３級程度 総合判断する際の資料の一部とする。特別な優遇にはならない

北海道石狩翔陽高等学校 北海道 ３級以上
一般入試、推薦入試において入学者を総合的に評価して選抜する際の評価項目(各
種検定合格)の１つである

北海道札幌清田高等学校(普通科・普通コース) 北海道 ３級以上 推薦入試において総合的判断の１つとして参考にする

帯広大谷高等学校 北海道 推薦入試、一般入試において総合的判断の１つとして参考とする

海星学院高等学校 北海道 一般入試、推薦入試において合否判定の際の総合的判断材料のひとつとする

北海道栄高等学校(全コース) 北海道 級指定なし 一般入試、推薦入試において、総合的判断の１つとして参考とする(参考程度)

函館大谷高等学校(普通コース、体育コース) 北海道 生徒の努力や学習の意欲などの参考情報のひとつとしている

武修館中学高等学校 北海道 非公表 非公表

北星学園余市高等学校(普通科) 北海道 ５級 一般入試において、合否判定考慮

北海学園札幌高等学校(普通科進学コース) 北海道 ３級以上 一般入試、推薦入試において総合的判断の１つとして参考にする

札幌新陽高等学校(特進・国際コース、進学
コース、総合コース)

北海道 ３級程度 全入試において、内申点の加点材料として利用

立命館慶祥高等学校 北海道 準２級以上 特別推薦入試の資格認定となる可能性がある

立命館慶祥中学校 北海道 ３級以上 個性入試の資格認定となる可能性がある

独立行政法人国立高等専門学校機構
八戸工業高等専門学校(コース)

青森県 ５級以上 一般入試、推薦入試において、内申点の加点材料

青森県立六戸高等学校(普通) 青森県 非公表 非公表

東奥義塾高等学校(普通科) 青森県 ３級以上 一般入試、推薦入試において内申点に加点

八戸工業大学第二高等学校 青森県 非公表 非公表

学校法人富士修紅学院　一関修紅高等学校 岩手県 選考の際の参考としている

江南義塾盛岡高等学校 岩手県 非公表 非公表

盛岡中央高等学校(全学科全コース) 岩手県 ３級 一般入試、推薦入試において配慮・参考にしている

宮城県石巻北高等学校 宮城県 ４級以上 前期選抜における出願条件の１つとして

宮城県石巻西高等学校(普通科) 宮城県 ３級以上 前期選抜における出願条件の一部(他の項目との選択)

宮城県岩ヶ崎高等学校(普通科＜文系教養・理
系教養コース＞)

宮城県 ３級以上 前期選抜における出願条件のうちの一つ（ただし必須条件ではない）

宮城県鹿島台商業高等学校(商業科) 宮城県 ３級 前期選抜において、出願可能条件の１つとして

宮城県小牛田農林高等学校(総合学科) 宮城県 ３級以上 前期入試において出願条件の１つ

宮城県柴田農林高等学校川崎校(普通科) 宮城県 ３級以上 前期選抜において、出願可能条件の１つとして

宮城県名取高等学校(普通科・家政科) 宮城県 ３級以上 前期選抜において、出願可能条件の１つとして

宮城県名取北高等学校 宮城県 ３級以上 前期選抜において、出願可能条件の１つとして

宮城県古川高等学校 宮城県 非公表 非公表

宮城県宮城第一高等学校 宮城県 非公表 非公表

宮城県宮城広瀬高等学校(普通科) 宮城県 ３級以上 前期選抜において、参考程度としている

宮城県本吉響高等学校(総合学科) 宮城県 ３級以上
前期選抜において、出願資格の1つ(絶対条件ではなく、さまざまな条件の選択肢の
1つ)

宮城県利府高等学校 宮城県 ３級以上 非公表

大崎中央高等学校(普通科、総合、介護福祉コース) 宮城県 ３級程度 推薦・一般入試において合否判定の際に考慮する

仙台育英学園高等学校(情報科学・英進進学コース) 宮城県 ３級以上 自己推薦入試において合否判定考慮

仙台白百合学園中学・高等学校 宮城県 非公表 参考程度

東陵高等学校(普通科) 宮城県 推薦入試・一般入試において総合的判断の１つとして参考とする

西山学院高等学校(全学科) 宮城県 ３級以上 納入金５万円の免除（学校長推薦のみ）

学校法人朴沢学園　明成高等学校(全科、コース) 宮城県 ３級程度 推薦入試・一般入試において書類審査時の参考として

秋田県立秋田工業高等学校(全学科) 秋田県 ３級以上 前期・一般・２次募集において判定までは至らないが、参考としている

秋田県立羽後高等学校(普通科) 秋田県 ３級以上 前期試験において、出願条件の１つとする

秋田県立仁賀保高等学校 秋田県 ４級 前期試験において、合否判定の際、考慮する

秋田市立秋田商業高等学校(商業科) 秋田県 中学校からの調査書に記載されるものを参考程度に評価

山形県立荒砥高等学校(総合学科) 山形県 ４級以上 推薦入試における推薦要件のうちの１つとする

山形県立金山高等学校 山形県 非公表 非公表

山形県立高畠高等学校(総合学科) 山形県 ３級以上 推薦入試における推薦要件の一部にすることができる

山形県立遊佐高等学校 山形県 非公表 非公表

酒田南高等学校 山形県 非公表 非公表

日本大学山形高等学校 山形県 ４級以上
４級以上の合格者は、一般推薦入学試験の推薦基準(３年次５教科評定合計15以上
または３年次９教科評定合計27以上)の３年次評定合計から１を減じてもよい

独立行政法人国立高等専門学校機構福島工業高
等専門学校

福島県 準２級以上 課題達成型推薦による選抜の出願資格の一部として活用している

福島県立石川高等学校 福島県 Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期入試において参考程度

福島県立小野高等学校平田校(普通科) 福島県 非公表 非公表

福島県立川口高等学校(普通科) 福島県 ３級以上 すべての入試において点数加算、合否判定考慮

福島県立湖南高等学校 福島県 考慮することもある

福島県立修明高等学校　鮫川校 福島県 非公表 非公表

福島県立白河第二高等学校 福島県 非公表 非公表

福島県立只見高等学校(普通科) 福島県 ３級以上 推薦入試、一般入試において参考程度

３級以上
・学業専願推薦（Ⅰコース）の出願資格基準評定を46以上にする、出願優遇がある
・学業併願推薦（Ⅰコース）の出願資格基準評定を54以上にする、出願優遇がある

準２級以上 ・学業併願推薦（Ⅱコース）の出願資格基準評定を65以上にする、出願優遇がある

学校法人若松第一高等学校(普通科・自動車科) 福島県 ４級以上 推薦入試において、有資格者は出願条件を緩和

茨城県立古河第一高等学校(普通科、商業に関
する学科)

茨城県 ３級以上 推薦入試において取得階級により内申点に＋α

常総学院中学校(ＡＤクラス、ＳＴクラス) 茨城県 不問 推薦・専願入試において、出願条件の１つ

常総学院高等学校(αコース、βコース(β
７)、βコース(β６))

茨城県 ３級以上 推薦入試(単願)において、受験資格の１つとして提示している

福島県日本大学東北高等学校(普通科Ⅰコース、Ⅱコース)

一般・推薦入試等において「実用数学技能検定（数学検定）」を活用（「優遇」「評価」「参考程度」含む）する学校が増えていま
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。

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（高等専門学校・高等学校・中学校）

学校名(学科・コース) 都道府県 階級 活用の内容
水城高等学校 茨城県 級指定なし 一般入試、推薦入試において、総合的判断の１つとして参考とする

清真学園高等学校・中学校 茨城県 準２級以上
＜高校＞推薦において準２級以上は上位20％あるいは20位以内で有資格となる（通
常は15％or15位）

聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校(普通科
総合進学コース、音楽科)

茨城県 ３級以上 推薦、一般入試（単願）において点数加算（１ポイント）

大成女子高等学校(普通科・家政科) 茨城県 ３級以上 推薦入試において、準２級以上は奨学生の対象となる

つくば国際大学　東風(はるかぜ)高等学校(普
通科特別進学、医療看護進学、進学コース)

茨城県 ４級以上
推薦入試において、推薦要件を満たすものとする(特別進学コース＝３級、医療看
護進学および進学コース＝４級)

つくば秀英高等学校(進学ＡＢクラス) 茨城県 ３級以上 推薦入試において、複数ある出願基準の１つ

土浦日本大学高等学校(全コース) 茨城県 ３級以上 推薦入試、一般入試において、総合判定の一環として採用

東洋大学附属牛久高等学校(進学コース、グ
ローバルコース)

茨城県 準２級以上 単願推薦入試において、評点加点｢１｣

水戸葵陵高等学校 茨城県 非公表 非公表

水戸啓明高等学校 茨城県 ３級以上 一般入試、推薦入試において、調査書(担任作成)に記載、参考程度としている

明秀学園日立高等学校(特進ＳＴ・Ｓ・Ａ・Ｂ
の全コース)

茨城県 級指定なし 推薦入試、一般入試において、合否判定考慮

栃木県立茂木高等学校(総合学科) 栃木県 有資格者 特色選抜入試において出願の際の資格要件の１つ

足利短期大学附属高等学校(特進・進学、福祉
の各コース)

栃木県 ３級程度 推薦・単願・学特・一般入試

宇都宮海星女子学院高等学校 栃木県 非公表 非公表

國學院大學栃木高等学校 栃木県 ３級以上 推薦入試において優遇

國學院大學栃木中学校 栃木県 ５級以上 合否判定考慮

佐野清澄高等学校 栃木県 非公表 非公表

佐野日本大学高等学校(特別進学・スーパー進
学・進学の各コース)

栃木県 ３級以上 推薦の目安において優遇。一般入試の合否判定において優遇

那須高原海城中学校・高等学校 栃木県 推薦(AO入試)において、調査書、成績資料に記載があれば合否判定の際に考慮する

文星芸術大学附属高等学校(全科・全コース) 栃木県 ３級以上 推薦入試、一般A・B（前・後期）入試において合否判定の際に考慮

白鷗大学足利中学校 栃木県 ３級以上 推薦において出願基準の１つ

群馬県立吾妻高等学校(普通科、福祉科) 群馬県 ３級 前期、後期入試において合否判定考慮。点数加点なし。

群馬県立玉村高等学校 群馬県 非公表 非公表

群馬県立中之条高等学校(全学科) 群馬県 ３級以上 前期選抜において、調査書を点数化するときに考慮(加点)

高崎健康福祉大学高崎高等学校(全コース) 群馬県 ３級以上 参考程度

常磐高等学校(特進、進学、総合、体育各コース) 群馬県 ４級以上 一般入試、推薦入試において考慮する(点数化はしていない)

（国立）筑波大学附属坂戸高等学校(総合科学科) 埼玉県 ３級以上 特別活動に関する積極的な取り組みとして考慮する

埼玉県立上尾高等学校(普通科、商業科) 埼玉県 ３級以上
入学者選抜において、取得しているものに得点を与える。「調査書の扱いの詳細」
-「その他の項目」

埼玉県立上尾鷹の台高等学校 埼玉県 非公表 調査書の「その他の項目の得点」として加点する(詳細は非公表)

埼玉県立上尾橘高等学校 埼玉県 ４級以上 一般募集において得点を与える

埼玉県立上尾南高等学校(全日制　普通科) 埼玉県 ３級以上 一般入試において、調査書の「その他の項目の得点」の中で評価し、得点を与える

埼玉県立朝霞高等学校(全日制) 埼玉県 ２級以上 一般入試において調査書に加点

埼玉県立いずみ高等学校(生物系、環境系) 埼玉県 ４級以上 一般入試、調査書の「その他の項目の得点」において、加点する

埼玉県立伊奈学園総合高等学校 埼玉県 ３級以上
一般入試において、調査書の「その他の項目の得点」で数学検定３級以上の場合は
加点

埼玉県立岩槻高等学校(普通科、国際文化科) 埼玉県 調査書の「その他の項目の得点」として加点する(詳細は非公開)

埼玉県立岩槻商業高等学校(商業科・情報処理科) 埼玉県 ４級以上 一般募集、調査書の「その他の項目の得点」において、等級に応じて得点を与える

埼玉県立岩槻北陵高等学校 埼玉県 ５級 一般入試選抜において、調査書点として加点

埼玉県立浦和高等学校(定時制課程　普通科) 埼玉県 取得に応じて得点を加算する

埼玉県立浦和北高等学校 埼玉県 ３級以上 調査書の「その他の項目の得点」の中で得点を与える

埼玉県立浦和工業高等学校(全学科) 埼玉県 ４級以上 入試において、｢その他の項目の得点」(１)資格・校外活動等に加算

埼玉県立浦和商業高等学校(商業科・情報処理科) 埼玉県 ４級以上 加点対象となる

埼玉県立浦和東高等学校(普通科) 埼玉県 非公表 一般募集、「その他の項目の得点」において得点を与える

埼玉県立大宮高等学校(理数科、普通科) 埼玉県 ２級以上 一般入試において、数学検定２級以上の資格を取得している場合に得点を与える

埼玉県立大宮工業高等学校 埼玉県 非公表 非公表

埼玉県立大宮光陵高等学校(全学科全コース＜
普・外・音・美・書＞)

埼玉県 ３級以上 一般入試において資格を取得している場合に得点を与える

埼玉県立大宮中央高等学校(普通科＝単位制に
よる定時制の課程)

埼玉県 ３級以上 一般入試において、調査書の「その他の項目の得点」で得点を与える

埼玉県立大宮東高等学校 埼玉県 非公表 調査書の扱いの「その他の項目の得点」において加点

埼玉県立大宮南高等学校 埼玉県 非公表 非公表

埼玉県立大宮武蔵野高等学校(普通科) 埼玉県 ４級以上 一般入試において加点対象となる

埼玉県立小鹿野高等学校(総合学科) 埼玉県 ５級以上 資格を取得している場合に得点を与える

埼玉県立小川高等学校(普通科) 埼玉県 ３級以上 一般入試の調査書「その他の項目」の資格等において加点

埼玉県立桶川高等学校 埼玉県 ３級以上 平成29年度入学者選抜において一定の点数を加点

埼玉県立桶川西高等学校(普通科) 埼玉県 指定なし 「調査書の扱い」の中で、等級に応じて評価し、得点を与える

埼玉県立春日部高等学校 埼玉県 ２級以上
一般入試の調査書の扱いにおいて「その他の項目の得点」として等級に応じて得点
を与える

埼玉県立春日部東高等学校(全学科) 埼玉県 ３級以上 一般入試における調査書の扱いの「その他の項目の得点」において加点

埼玉県立川口高等学校 埼玉県 ３級以上 調査書の「その他の項目の得点」で数学検定３級以上の場合は得点を与える

埼玉県立川口工業高等学校 埼玉県 ４級 個別に評価する

埼玉県立川口青陵高等学校 埼玉県 非公表 非公表

埼玉県立川口東高等学校 埼玉県 ３級以上 一般入試において、調査書の「その他の項目の得点(20点)」の中で得点を与える

埼玉県立川越高等学校(普通科) 埼玉県 準２級以上 一般募集において、調査書の扱いの中で「その他の項目の得点」として加点

埼玉県立川越工業高等学校(全学科) 埼玉県 ４級以上 一般入試

埼玉県立川越総合高等学校(総合学科・単位制) 埼玉県 ３級以上 調査書の「その他の項目の得点」で数学検定３級以上の場合は得点を与える

埼玉県立川越初雁高等学校 埼玉県 非公表 非公表

埼玉県立川越南高等学校(普通科) 埼玉県 非公表
一般入試において、調査書の「その他の項目の得点」において、得点を与える加点
する

埼玉県立北本高等学校 埼玉県 ３級程度 非公表

埼玉県立久喜工業高等学校(全学科) 埼玉県 非公表 一般募集において、点数加算

埼玉県立久喜北陽高等学校 埼玉県 ３級以上 「その他の項目の得点」数学検定３級以上(具体的な得点は非公表)

埼玉県立熊谷高等学校(普通科) 埼玉県 準２級以上 一般入試において、調査書の「その他の項目の得点」として加点する

埼玉県立熊谷工業高等学校(全学科) 埼玉県 非公表 一般入試における調査書の「その他の項目」の１つとして活用している

埼玉県立熊谷商業高等学校 埼玉県 調査書の得点の加点項目の１つとして活用している

埼玉県立熊谷女子高等学校 埼玉県 準２級以上 調査書のその他の項目で評価する

埼玉県立熊谷西高等学校(普通科、理数科) 埼玉県 準２級以上 一般入試において調査書の「その他の項目の得点」で得点を与える

埼玉県立熊谷農業高等学校(全学科) 埼玉県 ３級以上 一般入試において調査書「その他の項目の得点」にて評価する
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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（高等専門学校・高等学校・中学校）

学校名(学科・コース) 都道府県 階級 活用の内容
埼玉県立栗橋北彩高等学校(普通科) 埼玉県 ４級以上 一般募集において、調査書の「その他の項目」に加点する

埼玉県立芸術総合高等学校(美術・音楽・映像
芸術・舞台芸術４学科共通)

埼玉県 ２級以上 「調査書の扱い」の中で「その他の項目の得点」として加点

埼玉県立鴻巣高等学校 埼玉県 ３級以上 入学者選抜において一定の点数を加点する

埼玉県立鴻巣女子高等学校 埼玉県 ３級以上
調査書「６．その他」の項目において資格取得等の明記があれば評価する。具体的
な点数は非公開。

埼玉県立越ヶ谷高等学校(普通科) 埼玉県 ３級以上 一般募集において点数加算

埼玉県立越谷北高等学校(普通科・理数科) 埼玉県 準２級以上 一般入試の調査書の扱いの「その他の項目の得点」において加点する

埼玉県立越谷総合技術高等学校 埼玉県 ３級以上 「調査書の扱い」の中で「その他の項目の得点」として加点

埼玉県立越谷西高等学校(普通科) 埼玉県 準２級以上 調査書の「その他の項目の得点」において、得点を与える

埼玉県立越谷東高等学校 埼玉県 ３級以上 調査書の「その他の項目の得点」の項目で段階的に得点を与える

埼玉県立越谷南高等学校(全日制普通科) 埼玉県 ３級以上 普通科一般入試において、内申素点としてポイントを加える

埼玉県立児玉高等学校 埼玉県 指定なし 調査書の扱いの中で「その他の項目の得点」で評価の対象とすることがある

埼玉県立坂戸西高等学校(普通科) 埼玉県 非公表 調査書の扱いにおける「その他の項目の得点」として得点を与える

埼玉県立狭山経済高等学校 埼玉県 非公表 非公表

埼玉県立志木高等学校 埼玉県 ４級以上 調査書「その他の項目」の部分で評価

埼玉県立庄和高等学校(普通科) 埼玉県 ４級以上 ＜高校＞の前・後期試験において加点

埼玉県立白岡高等学校(普通科情報コミュニ
ケーションコース)

埼玉県 ３級以上 一般募集で調査書点の中の「その他の項目の得点」として加点

埼玉県立進修館高等学校(全学科) 埼玉県 ４級以上 調査書の「その他の項目の得点」として扱う

埼玉県立杉戸高等学校 埼玉県 ３級以上 一般入試　活用の詳細については非公表

埼玉県立杉戸農業高等学校(全学科) 埼玉県 ４級以上 一般入試において点数加算

埼玉県立草加高等学校 埼玉県 非公表 「その他の項目」として加点する

埼玉県立草加東高等学校 埼玉県 ３級以上 調査書「その他の項目」の資格取得等において加点

埼玉県立草加南高等学校(普通科・外国語科と
もに同じ基準)

埼玉県 ３級以上 調査書「その他の項目」の資格取得等において加点

埼玉県立秩父高等学校(普通科) 埼玉県 ３級以上 一般募集において、「その他の項目の得点」として扱う

埼玉県立鶴ヶ島清風高等学校(全日制普通科) 埼玉県
前期募集・後期募集の調査書の扱いにおける「その他の項目」で、資格を取得して
いる場合に得点を与える

埼玉県立常盤高等学校(看護科) 埼玉県 ３級以上 入学者選抜において加点対象となる

埼玉県立所沢高等学校(普通科) 埼玉県 準２級以上 特別活動の記録の得点として加点

埼玉県立所沢北高等学校(普通科) 埼玉県 準２級以上 一般入試において、調査書の「その他の項目」にて評価する

埼玉県立所沢商業高等学校(全学科) 埼玉県 ４級以上 一般募集において、数学検定の級を点数化して調査書の得点に加算する

埼玉県立戸田翔陽高等学校(総合学科) 埼玉県 ３級以上 入学者選抜において、加点対象となる

埼玉県立滑川総合高等学校(総合学科) 埼玉県 ３級以上 一般入試において、調査書の「その他の項目の得点」として扱う

埼玉県立新座高等学校(普通科) 埼玉県 ５級以上 一般募集において、５級以上を点数加算する。点数については非公表

埼玉県立新座総合技術高等学校 埼玉県 ４級以上 調査書300点中「その他の項目」30点の内数として評価する

埼玉県立新座柳瀬高等学校(普通科) 埼玉県 ４級以上 一般入試

埼玉県立蓮田松韻高等学校 埼玉県 入試の「調査書の扱い」において得点を与える

埼玉県立羽生高等学校 埼玉県 非公表

埼玉県立羽生第一高等学校(普通科) 埼玉県 ３級以上 入試選抜において一定の点数を加点

埼玉県立飯能高等学校(普通科) 埼玉県 ３級以上 一般入試において、その資格を取得している場合には得点を与える
埼玉県立飯能南高等学校(普通科・普通科体育コース) 埼玉県 ３級以上 一般入試において、その資格を取得している場合に得点を与える

埼玉県立日高高等学校(普通科情報コース) 埼玉県 ３級以上 調査書の「その他の項目の得点」(50点)の中で、得点を与える

埼玉県立深谷高等学校(普通科) 埼玉県 前期・後期入試において調査書の点数に加算

埼玉県立深谷商業高等学校(全日制　商業科、
会計科、情報処理科)

埼玉県 ３級以上 一般入試、調査書の「その他の項目の得点」において加点する

埼玉県立深谷第一高等学校 埼玉県 ３級以上 一般募集、調査書の「その他の項目の得点」において得点を与える

埼玉県立ふじみ野高等学校(普通科) 埼玉県 ４級以上 調査書に記載があった場合、個別に評価し得点を認める

埼玉県立不動岡高等学校(普通科、外国語科) 埼玉県 準２級以上 入試において評価

埼玉県立松伏高等学校(音楽科、普通科) 埼玉県 ３級以上 一般募集、調査書の「その他の項目の得点」において得点を与える

埼玉県立松山高等学校(普通科、理数科) 埼玉県 ２級以上 一般入試において、調査書の「その他の項目の得点(10点)」の中で得点を与える

埼玉県立三郷高等学校(普通科) 埼玉県 ４級以上 入試選抜において調査書点として加点

埼玉県立三郷工業技術高等学校(全学科) 埼玉県 非公表 一般募集において考慮(詳細非公表)

埼玉県立三郷北高等学校 埼玉県 ４級以上 一般募集において、調査書の「その他の項目の得点」として加点

埼玉県立宮代高等学校 埼玉県 ４級以上 一般募集において数学検定４級以上を段階的に評価する

埼玉県立妻沼高等学校(普通科) 埼玉県 ５級以上 調査書に記載されている場合に得点を与える

埼玉県立八潮高等学校(普通科、普通科体育コース) 埼玉県 ３級以上 一般募集において点数加算

埼玉県立八潮南高等学校(全学科) 埼玉県
一般募集において、資格を有している場合に得点を与える。選抜の基本方針、調査
書の扱いの詳細に基づくものとする。

埼玉県立吉川美南高等学校(普通科) 埼玉県 ４級以上 調査書の「その他の項目の得点」において、得点を与える

埼玉県立与野高等学校(普通科) 埼玉県 ３級以上 一般募集、「調査書の扱い」において級によって得点を与える

埼玉県立寄居城北高等学校(総合学科) 埼玉県 ４級以上 加算対象とする(調査書「その他の項目」の資格など)

埼玉県立鷲宮高等学校(普通科) 埼玉県 ４級以上 一般募集において加点します

埼玉県立蕨高等学校(普通科、外国語科) 埼玉県 準２級以上
一般募集において、調査書の「その他の項目」のところに書かれていれば点数の加
点あり（点数は非公表）

さいたま市立浦和高等学校(普通科) 埼玉県 準２級以上 一般募集

さいたま市立大宮北高等学校(普通科) 埼玉県 準２級以上 調査書における「その他の項目の得点」として、得点を与える

さいたま市立大宮西高等学校(普通科) 埼玉県 ３級以上 入試において評価

川口市立川口高等学校(国際ビジネス科、普通科) 埼玉県 準２級以上 入試において評価。調査書に記載されている場合、加点

川越市立川越高等学校(全学科) 埼玉県 ３級、準２級 入学試験(学力検査)において、総合成績で評価する

川口市立県陽高等学校(全日制) 埼玉県 ３級以上 前期入試、後期入試において調査書に加点

秋草学園高等学校(進学選抜、進学、幼児教
育・保育進学コース)

埼玉県 ４級以上 推薦入試において内申加点１ポイント

浦和学院高等学校(進学類型の各コース) 埼玉県 ３級以上 推薦入試において、個別相談時に考慮する

浦和実業学園高等学校(全コース) 埼玉県 ３級以上
推薦入試(単願)において、推薦基準(通知表９科・５科、北辰テスト偏差値５科・
３科)に数値「１」をプラス、または推薦入試（併願）において推薦基準（北辰テ
スト偏差値５科・３科）に数値「１を」プラス

浦和ルーテル学院高等学校(普通科) 埼玉県 ３級以上 推薦入試(単願自己推薦・併願自己推薦)において評定値を加点

浦和麗明高等学校(進学、保育進学、福祉進学、ペット
マネジメント、調理パティシエコース)

埼玉県 ４級以上
推薦入試において３級以上+２点、４級+１点（但し単願の場合+２点まで、併願の
場合+１点まで）

栄北高等学校 埼玉県 ３級以上 一般入試において加点あり

大妻嵐山中学校・高等学校 埼玉県 ３級以上 推薦入試において加算対象

開智高等学校 埼玉県 準２級以上 入試の得点に５点を加点する

開智未来中学・高等学校(普通科) 埼玉県 準２級 高等学校の一般入試において、個別相談時に優遇
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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（高等専門学校・高等学校・中学校）

学校名(学科・コース) 都道府県 階級 活用の内容

春日部共栄中学高等学校(全コース) 埼玉県
３級、準２級、

２級

＜高校＞一般入試において、
　　　３級→単願10点
　　準２級→単願20点・併願10点
　　　２級→上記以上の配慮をする

クラーク記念国際高等学校　さいたまキャンパ
ス(総合進学コース)

埼玉県
推薦入試の出願資格の条件の１つとして、「資格検定を２つ以上有しているもの」
があり、その資格検定のひとつに含まれる

国際学院高等学校 埼玉県 ３級 推薦入試において加点(内申もしくは偏差値)

埼玉栄高等学校(普通科、保健体育科) 埼玉県 ３級 単願入試、併願入試において加点対象

埼玉平成中学校高等学校 埼玉県 ３級以上
＜高校＞推薦入試において内申点「１」程度優遇　※詳しくは個別相談にて相談の
こと

狭山ヶ丘高等学校(普通科) 埼玉県 準２級以上 推薦入試において総合判定時に優遇

秀明高等学校(全コース) 埼玉県 準２級以上 単願入試、併願入試、一般入試において、点数加算

城西大学附属川越高等学校(特選・特進・進学) 埼玉県 ３級以上 入試において個別相談時の考慮

正智深谷高等学校(総合進学系) 埼玉県 ４級以上 合否判定考慮（総合進学系のみ）

昌平高等学校(全日制普通科標準進学コース) 埼玉県 ３級以上 推薦入試において優遇

城北埼玉高等学校(普通科) 埼玉県 ３級以上 併願入試において個別相談時に優遇

西武台高等学校 埼玉県 ３級以上 推薦入試において、内申点に１点加算する

聖望学園高等学校(特別進学、総合進学コース) 埼玉県 準２級以上 推薦入試において、特別進学コース＝優遇、総合進学コース＝合格圏とする

東京成徳大学深谷高等学校(全コース) 埼玉県 ３級以上 単願推薦入試、併願入試において点数加点

獨協埼玉高等学校(全日制普通科) 埼玉県 準２級、２級 一般入試において準２級はプラス10点を、２級は20点を入試の合計点に加算

東野高等学校(普通科) 埼玉県 ３級 推薦入試において「＋１」ポイントを内申（９科）に加算する

武南高等学校(普通科特進・選抜・進学の各コース) 埼玉県 ３級以上
一般入試(併願)において、特進コース＝準２級、選抜・進学コース＝３級で、合格
の目安に加点

細田学園高等学校(普通科進学αコース・進学
βコース・食物科)

埼玉県 ３級以上 推薦入試において、加点

本庄第一高等学校(特別進学コース・進学α・
進学βコース)

埼玉県 ３級以上 推薦入試において加点する

本庄東高等学校(普通科全コース) 埼玉県 ３級以上 推薦入試において配慮している

武蔵越生高等学校 埼玉県 ３級以上 一般入試、推薦入試において配慮している

山村学園高等学校(全コース) 埼玉県 ３級以上 一般入試において偏差値に1点プラスする

山村国際高等学校(普通科普通コース) 埼玉県 ３級以上 推薦入試において、３級以上の保持者については内申「＋１」扱いとする

早稲田大学本庄高等学院(普通科) 埼玉県 特になし
α選抜(自己推薦入学試験)において、合否判定時、実績や資格を有していれば考慮
する、ないし参考にする(学校案内の表記「資格試験・技能試験等で優れた成績・
評価を得た」)

国際学院中学校 埼玉県 ６級以上 合否判定考慮

千葉県立市川南高等学校(普通科) 千葉県 ３級以上 前期入試において６点加算

千葉県立市原八幡高等学校 千葉県 非公表 非公表

千葉県立印旛明誠高等学校 千葉県 準２級以上 前期選抜において点数加算

千葉県立浦安高等学校 千葉県 非公表 非公表

千葉県立小見川高等学校 千葉県 非公表 非公表

千葉県立柏高等学校 千葉県 非公表 非公表

千葉県立柏中央高等学校 千葉県 準２級以上
前期選抜において加点する。後期選抜において、総合的に判定する際の参考とする
場合もある

千葉県立鎌ヶ谷西高等学校 千葉県 非公表 非公表

千葉県立京葉高等学校 千葉県 ３級以上 前期入試において点数加算

千葉県立小金高等学校(普通科) 千葉県 準２級以上
一般(前期)入試において、準２級＝調査書合計に５点加点、２級以上＝調査書合計
に10点加点

千葉県立佐原白楊高等学校 千葉県 非公表 非公表

千葉県立沼南高柳高等学校(普通科＜総合・芸
術コース＞)

千葉県 非公表 非公表

千葉県立白井高等学校 千葉県 ３級以上 前期選抜において点数加算。後期選抜において合否の判定の参考とする

千葉県立東総工業高等学校(全学科) 千葉県 非公表 非公表

千葉県立野田中央高等学校(普通科) 千葉県 ４級以上 前期選抜において、加点(詳細は非公表)

千葉県立船橋北高等学校(普通科) 千葉県 ４級以上 前期選抜において点数加算、後期選抜において合否判定の参考とする

千葉県立船橋啓明高等学校(普通科) 千葉県 ３級以上 前期選抜において点数加算

千葉県立船橋二和高等学校(普通科) 千葉県 ３級以上 前期選抜において、調査書記載事項(50点)の中で加点する

千葉県立船橋法典高等学校 千葉県 非公表 非公表

千葉県立松戸高等学校(普通科・芸術科) 千葉県 ３級 前期選抜において点数加算

千葉県立松戸馬橋高等学校(普通科) 千葉県 ３級以上 前期選抜において点数加算、後期選抜において合否判定考慮

千葉県立実籾高等学校 千葉県 非公表 非公表

千葉県立薬園台高等学校 千葉県 非公表 非公表

千葉県立八街高等学校(総合学科) 千葉県 非公表 非公表

千葉県立八千代高等学校(普通科) 千葉県 非公表 非公表

千葉県立八千代東高等学校 千葉県 非公表 非公表

千葉県立四街道北高等学校(普通科) 千葉県 非公表 非公表

千葉市立稲毛高等学校(普通科・国際教養科) 千葉県 非公表 前期入試において、取得した級に応じて調査書に加点（最大10点）

４級 推薦入試において１ポイントプラス

３級 推薦入試において２ポイントプラス

市原中央高等学校(全コース) 千葉県 ３級以上 前期入学試験において、合否判定時に優遇

桜林高等学校(特進コース・総合コース) 千葉県 ３級 推薦入試の加点対象となる
鹿島学園高等学校　津田沼キャンパス(全コース) 千葉県 級に関わらず取得されていれば面接点に加点する

木更津総合高等学校 千葉県 ３級以上 前期入試①、②、③において合否判定時に優遇

３級以上
(普通科進学コースα)前期選抜Ａ推薦(専願)、Ｂ推薦(併願)において、Ａ推薦＝５
教科合計19以上のところ18以上で相談可。Ｂ推薦＝５教科合計20以上のところ19以
上で相談可

３級以上
(普通科進学コースβ)前期選抜Ａ推薦(専願)、Ｂ推薦(併願)において、Ａ推薦＝５
教科合計17以上のところ16以上で相談可。Ｂ推薦＝５教科合計18以上のところ17以
上で相談可

芝浦工業大学柏高等学校 千葉県 ３級以上 一般入試において考慮

昭和学院高等学校 千葉県 ３級 推薦入試において考慮している

聖徳大学附属女子高等学校(全科) 千葉県 ３級以上 推薦入試において、成績基準に３級は加点１点、準２級以上は加点２点

西武台千葉高等学校(普通科) 千葉県 ３級以上 推薦Ａ(単願)、推薦Ｂ、Ｃ(併願)において考慮

専修大学松戸高等学校 千葉県 ３級以上 すべての入試において、取得級に応じて加点

千葉英和高等学校 千葉県 ３級以上 一般入試において、普通科総進文理コース「参考程度」

千葉学芸高等学校(普通科) 千葉県 ３級以上 一般入試、推薦入試において特性として評価している

千葉敬愛高等学校 千葉県 ３級以上 前期選抜試験学業推薦入試単願において内申点に「１」を加点する

千葉県

千葉県

我孫子二階堂高等学校(普通科)

敬愛学園高等学校(普通科進学コースα、β)
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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（高等専門学校・高等学校・中学校）

学校名(学科・コース) 都道府県 階級 活用の内容
千葉経済大学附属高等学校(全学科) 千葉県 ３級以上 前期選抜試験において条件により考慮できる（単願者に限る）

千葉商科大学付属高等学校(普通科特別進学・
進学の各クラス、商業科)

千葉県 ３級以上
普通科特別進学Ａ･Ｂ推薦５科準２級でそれぞれ「＋１」、普通科選抜進学クラ
ス、普通科進学クラス、商業科Ａ・Ｂ推薦９科３級以上でそれぞれ「＋１」、５科
でそれぞれ「＋１」

千葉聖心高等学校(普通科) 千葉県 ３級以上 前期（校長推薦一能）において合否判定時に充分考慮する

千葉日本大学第一中学校・高等学校 千葉県 ３級以上 自己推薦入試において点数加算

千葉萌陽高等学校 千葉県 一般入試において、出願書類に記載があれば参考とする

千葉明徳高等学校(普通科) 千葉県 ３級以上 推薦入試(前期)の内申基準で１ポイント優遇(特定のコースのみ)

中央学院高等学校 千葉県 ３級以上
推薦入試においてA推薦(単願)、B推薦(併願)Ⅰ期、Ⅱ期、Ｓ特進において、出願基
準の評定で特技等加点優遇要件とする。

東海大学付属市原望洋高等学校(普通科) 千葉県 ３級以上 推薦入試(詳細は学校にお問い合わせください)

東海大学付属浦安高等学校(普通科) 千葉県 ３級以上
推薦入試（単願・併願）において、３級取得者は＋１点、準２級以上取得者は＋２
点を評点（内申点）に加点する

東京学館浦安高等学校(普通科) 千葉県 ３級以上 推薦入試において考慮

東京学館船橋高校 千葉県 ３級以上 推薦入試において評定に＋１する

東葉高等学校 千葉県 ３級以上 入試相談において考慮

二松学舎大学附属柏高等学校(進学コース・特
選コース・スーパー特選コース)

千葉県 ３級以上
前期日程A推薦(単願)・B推薦(併願)入試において、３級の取得者に対しては、推薦
基準となる評定「１」ポイント、準２級以上の取得者に対しては推薦基準となる評
定「２」ポイントを加点する

日本体育大学柏高等学校 千葉県 ３級以上 推薦入試において、推薦基準にプラス「１」ポイント

日出学園高等学校(普通科) 千葉県 ３級以上 推薦入試(単願・併願)において、５段階評価の合計に１ポイント加点

日出学園中学校(普通科) 千葉県 ６級以上 「サンライズ入試」において出願資格の１つ

茂原北陵高等学校 千葉県 ３級以上 合否判定考慮

八千代松陰高等学校(普通科) 千葉県 準２級以上 一般入試において内申点に「＋１」する

流通経済大学付属柏高等学校 千葉県 ３級以上 推薦入試において調査書の特長の１つとして評価（普通科Ⅰ）

和洋国府台女子高等学校 千葉県 評定への加点制度有り

独立行政法人国立高等専門学校機構
東京工業高等専門学校

東京都 準２級以上
推薦入試において、準２級以上取得者は内申点等70点満点のうち資格点として＋２
点する

サレジオ工業高等専門学校(全学科) 東京都 ３級以上 推薦入試、併願入試、AO入試において、内申の評価に加点する

東京都立高島高等学校(普通科) 東京都 なし
推薦入試において、推薦書・自己ＰＲカードに記載があれば面接の際に参考にする
（参考程度）

千代田区立九段中等教育学校 東京都
小学校のときに取得した数学検定の内容については、志願者カードに実績として記
入してよい。

足立学園高等学校 東京都 ３級以上 推薦入試(単願・併願)および一般入試の併願優遇において、内申に１加点

郁文館高等学校(普通科) 東京都 ３級以上 単願推薦入試において、内申点にプラス１の加点をする

岩倉高等学校 東京都 ３級、準２級

普通科 特進・総進・Ｌ特コース、運輸科：推薦入試、一般入試(併願優遇)におい
て、３級取得者は評定に「＋１」
普通科 Ｓ特コース：推薦入試、一般入試(併願優遇)において、準２級取得者は評
定に「＋１」

３級
＜高校＞推薦基準＋１ポイント(総進は３科・５科・９科の総点にプラス、特進は
５科の総点にプラス)

準２級以上
＜高校＞推薦基準＋２ポイント(総進は３科・５科・９科の総点にプラス、特進は
５科の総点にプラス)

桜華女学院高等学校 東京都 ３級以上 推薦入試において内申に加点

大森学園高等学校(普通科、工業科) 東京都 ３級 一般、推薦入試において内申点に加点

蒲田女子高等学校(全) 東京都 ３級以上 評定に加点「＋１」

川村高等学校(普通科) 東京都 ３級以上 推薦入試において加点対象となる

神田女学園中学高等学校 東京都 ３級、準２級
推薦入試(併願優遇入試を含む)において内申合計点に準２級プラス２ポイント、３
級プラス１ポイント

北豊島中学校・高等学校 東京都 非公表 非公表

共栄学園高等学校 東京都 ３級以上 一般入試、推薦入試において内申「１」ポイント加算

共栄学園中学校(全コース) 東京都 ４級以上 全入試において合否判定考慮

共立女子第二高等学校(普通科) 東京都 ３級以上
一般入試、推薦入試において評点を「＋１」を加点、準２級以上の「＋２」加点に
ついては個別相談における内容による

錦城高等学校(普通コース、特進コース) 東京都 ３級以上
推薦入試、一般入試において３級以上取得して数学３のときは４とする。準２級以
上取得して４のときは５とする。

錦城学園高等学校(普通科) 東京都 ３級以上 推薦入試(併願優遇含む)において推薦基準の考慮(最大＋１)

国立音楽大学附属高等学校(普通科) 東京都 ３級以上 推薦入試、一般入試において内申に加点

国本女子高等学校 東京都 ３級以上 推薦入試・一般併願優遇入試において内申点に加算

クラーク記念国際高等学校 東京キャンパス(総
合コース･パフォーマンスコース･福祉心理コー
ス･オンリーワンコース)全学科

東京都 ４級以上 入試における学科試験免除

京華高等学校(普通科Ｓ特進・特進コース・進
学の各コース)

東京都 ３級以上
推薦・併願優遇において、基準点に加点あり(Ｓ特進コース＝準２級以上、特進
コース・進学コース＝３級以上)

京華商業高等学校 東京都 ３級程度 一芸一能として評価

京華女子高等学校(特進・進学) 東京都 ３級以上
推薦入試、一般入試において、進学は基準点(内申・偏差値)に３級で「＋１」、特
進は準２級以上で「＋１」を優遇

啓明学園高等学校(普通科) 東京都 ３級以上
推薦入試・一般入試において、３級保持者は１点、準２級以上保持者は２点を内申
点に加算

３級以上
(文理・文理先進コース)一般入試(併願優遇)、推薦入試において５段階評価の１点
とみなし、加点する

準２級
(サイエンスコース)一般入試(併願優遇)、推薦入試において５段階評価の１点とみ
なし、加点する

２級
(サイエンスコース)一般入試(併願優遇)、推薦入試において５段階評価の２点とみ
なし、加点する

準１級以上
(サイエンスコース)一般入試(併願優遇)、推薦入試において５段階評価の３点とみ
なし、加点する

佼成学園中学校・高等学校(普通科・文理コース) 東京都 準２級以上
推薦入試では推薦基準（出願条件）、一般入試では併願優遇の基準（出願条件）と
して利用できる

佼成学園女子高等学校(全コース・クラス) 東京都 全入試(特待生を除く)において、内申点の加点に参考にすることがある

国士舘高等学校(全日制普通科) 東京都 ３級以上 内申にプラスポイント

準２級以上
高校の推薦入試、併願優遇入試において、準２級以上取得者は受験相談において評
点に＋１点する

３級
(単願のアドバンスコースＡ)高校の推薦Ⅰ（単願）において、３級取得者は受験相
談において評点に＋１する

東京都

東京都

東京都

上野学園中学・高等学校(総合進学・普通科特
別進学コース)

工学院大学附属高等学校(文理・文理先進・サ
イエンスコース)

駒込中学校高等学校(スーパーアドバンスコー
ス・アドバンスコースＡ)

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（高等専門学校・高等学校・中学校）

学校名(学科・コース) 都道府県 階級 活用の内容

駒沢学園女子高等学校(進学クラス) 東京都 ３級以上
推薦入試において準２級取得者には「＋２」ポイント、３級取得者には「＋１」ポ
イント(評定平均値にプラス)

駒澤大学高等学校(普通科) 東京都 ３級、準２級

推薦入試において、基準条件が以下のとおり緩和される。【準２級に合格している
場合】①３教科11以上かつ９教科33以上、②５教科19以上かつ９教科33以上。ただ
し３教科には評定３が２つまでとする。【３級に合格している場合】①３教科12以
上かつ９教科32以上、②３教科11以上かつ９教科35以上、③５教科20以上かつ９教
科32以上、④５教科19以上かつ９教科35以上。ただし、３教科には評定３が２つま
でとする

駒場学園高等学校(食物調理科) 東京都 ３級以上 推薦入試において内申を「＋１」とする(食物調理科)

桜丘高等学校(普通科特進クラス、特待クラス) 東京都 ３級以上
一般入試、推薦入試において内申に「１」を加点(特進・CL＝３級以上、特待＝準
２級以上)

実践学園高等学校(普通科) 東京都 ３級以上 入試相談で考慮。推薦入試で、３科・５科の内申点に＋１

下北沢成徳高等学校(国際・進学・特進の各コース) 東京都 ３級以上 一般入試、推薦入試において９科の評定合計に「＋１」加点

自由ヶ丘学園高等学校(特別選抜・総合選抜・
総合進学の各コース)

東京都 ３級以上

推薦入試において、推薦基準の９教科合計で３ポイント(総合進学コースは４ポイ
ント)まで加点する(準２級以上で＋２ポイント、３級で＋１ポイント。※総合進学
コースでは４級で＋１)。併願優遇においては各コースとも９科合計で２ポイント
まで加点が可能

修徳中学校・高等学校(全コース) 東京都 ３級以上 ＜高校＞全コース加点「１」とする

十文字高等学校(進学クラス) 東京都 ３級以上
推薦入試、一般入試の単願・併願において、３級は５科または９科に＋１、準２級
以上は５科または９科に＋２することができる

淑徳中学・高等学校(全コース) 東京都 準２級以上 ＜高校＞推薦入試、一般入試において総合判断（合否判定考慮）

淑徳ＳＣ中等部高等部(普通科) 東京都 ４級以上
＜高校＞３級→Ⅰ類で優遇、４級→Ⅱ類で加点＜中学＞（特選、総進）適性検査、
４科型、２科型において４級以上は特別選抜奨学金給付を優遇

淑徳巣鴨高等学校(選抜コース、特進コース) 東京都 ３級以上
選抜コース＝準２級以上、特進コース＝３級以上で内申点「＋１」。ただし、アル
ティメットクラス、プレミアムクラスを除く

準２級 推薦入試、一般入試において、５教科内申計に１をプラスする

２級以上 推薦入試、一般入試において、５教科内申計に２をプラスする

潤徳女子高等学校(総合進学・特別進学・美術
デザインの各コース)

東京都 ３級以上 推薦入試(併願優遇)において、内申基準５科もしくは９科でプラスとする

城西大学附属城西高等学校(普通科) 東京都 ３級以上 推薦入試において内申点に＋１（準２級以上は＋２）

聖徳学園高等学校 東京都 ３級以上 推薦入試において内申を「＋１」とする（併願優遇は準２級以上）

昭和第一高等学校 東京都

普通科特進コー
ス準２級以上、
進学コース３級

以上

推薦入試および併願優遇において考慮

昭和第一学園高等学校(普通科・選抜進学コー
ス、普通科・総合進学コース、工学科)

東京都 ３級、準２級
推薦、一般入試（併願優遇）において、５科・９科の評定合計に加算。
各科・コースとも準２級以上で２ポイント加算。３級の場合１ポイント加算。
工学科のみ３級で２ポイント加算

昭和鉄道高等学校(鉄道科) 東京都 ３級以上 内申に５科、９科とも｢＋１｣。準２級以上は内申に５科、９科とも｢＋２｣

白梅学園高等学校(全コース) 東京都 ３級以上 一般入試、推薦入試において基準の優遇

白梅学園清修中高一貫部 東京都 ６級以上 ＜中学＞一般入試の入試形態によって５点または10点を加算

杉並学院高等学校(特進・文理コース) 東京都 ３級以上 一般入試、推薦入試において５科、９科に＋１点(内申)

駿台学園高等学校(特進・進学・スペシャリス
ト各コース)

東京都 ３級以上
推薦入試、一般入試(併願優遇)において、特進コース＝３級以上内申加点。進学・
スペシャリストの各コース＝３級１次以上内申加点

成女高等学校 東京都 非公表 非公表

成城学園高等学校 東京都 準２級以上 推薦入試において考慮

正則高等学校(普通科) 東京都 ３級以上 推薦入試、一般入試(併願優遇)において評点に「＋１」とする

正則学園高等学校(普通科) 東京都 ３級以上 推薦入試、一般入試においてプラスポイントにする

聖パウロ学園高等学校(普通科) 東京都 ３級以上 推薦入試、一般入試(併願優遇)において優遇

星美学園高等学校(普通科) 東京都 ３級以上
推薦入試(Ａ推薦、Ｂ推薦)による加算制度(通知表、成績一覧表の成績　５段階に
加算)３級＝＋１、準２級以上＝＋２

成立学園中学・高等学校(特進コース) 東京都 ３級以上 推薦入試、一般入試において、内申および偏差値に加点

専修大学附属高等学校(普通科) 東京都 ３級以上
推薦入試において、９科内申に優遇加点(３級以上)、一般入試(併願)において、５
科または９科内申に優遇加点(３級以上)

大成高等学校 東京都
準２級以上
３級以上

内申に加点。文理進学コース・情報進学コースは９科に１点(３級以上)、特別進学
コースは５科に１点(準２級以上)

大東文化大学第一高等学校(普通科進学コース) 東京都 ３級以上 推薦入試、一般入試において、規準点から「１」～「２」の幅で緩和することがある

瀧野川女子学園高等学校(全コース) 東京都 ３級以上
一般入試、推薦入試において進学・特進コースは３級「１」、準２級以上「２」
を、特進選抜クラスは準２級｢１｣、２級以上｢２｣を内申点・偏差値に加点。推薦入
試において準２級以上、入学時納入金を単願では全額、併願では半額を優遇。

拓殖大学第一高等学校(普通科普通コース) 東京都 ３級以上 内申の基準に＋１とする

立川女子高等学校(特進コース、総合コース) 東京都 ３級以上 一般、推薦入試において内申点に「１」を加点

玉川学園高等部(普通コース) 東京都 準２級以上
一般入試の専願優遇・併願優遇において、準２級以上取得の場合、内申点に加点し
ている

玉川聖学院高等部 東京都 ３級以上 推薦入試において、内申点の加算

中央学院大学中央高等学校(両学科) 東京都 非公表 非公表

帝京高等学校(普通科) 東京都 ３級以上
推薦入試において資格(英検、漢検、数学検定３級以上)取得者は内申点に「１」を
加算する

帝京八王子高等学校 東京都 ３級以上 一般入試、推薦入試において内申点に３級は＋１，準２級以上は＋２を加点

貞静学園高等学校 東京都 ３級以上 推薦入試、一般併願優遇入試において９科に対して内申１ポイント加算

東亜学園高等学校(普通科総合選抜コース) 東京都 ３級以上 推薦入試・一般入試において、内申３科の評定に「１」を加点

東海大学菅生高等学校(特別進学・総合進学コース) 東京都 ３級、準２級 一般入試、推薦入試において、内申点に加点(３級＝＋１、準２級＝＋２)

東海大学付属高輪台高等学校 東京都 準２級以上 推薦入試において、準２級以上は内申に２加点

東海大学付属望星高等学校 東京都 ３級以上 推薦入学出願の際に特技として評価する

東京高等学校(普通科) 東京都 ３級以上
推薦入試において成績基準　内申点に「＋１」（５科、９科）
一般入試第１回目の併願優遇制度において成績基準　内申点に「＋１」（５科、９
科）

東京学園高等学校(普通科普通コース) 東京都 ４級以上
推薦入試において、４級＝１点、３級＝２点、準２級＝３点(加算点制度における
基準)

東京都順天高等学校(普通科全類型)
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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（高等専門学校・高等学校・中学校）

学校名(学科・コース) 都道府県 階級 活用の内容

３級以上
(スタンダードコース)高等学校の推薦入試において、特別活動の加点(３級以上＝
「＋２」)

準２級以上

(アドバンストコースのみ)
高等学校の推薦入試において、特別活動の加点(準２級＝「＋１」、２級＝「＋２」)
(アドバンストコース、スタンダードコース)
入学金、授業料全額免除…準１級以上
入学金免除、授業料半額免除…２級
入学金免除…準２級

東京家政大学附属女子高等学校 東京都 ３級以上 推薦入試、一般入試において３級以上は加点対象

東京実業高等学校(全科全コース) 東京都 ３級以上 推薦入試、一般入試において、内申点に１点加点

東京純心女子高等学校 東京都 ３級以上 推薦、一般優遇入試において「＋１」(内申評価点として)を加算する

東京女子学院高等学校(普通科) 東京都 ３級以上 推薦入試において、３級は内申「１」を加点、準２級以上は内申「２」を加点

東京女子学園高等学校(進学コース、特別進学コース) 東京都 ３級以上
一般入試での併願優遇、推薦入試において、内申点に加点(進学コース＝３級＋
１、準２級＋２。特別進学コース＝準２級＋１)

東京成徳大学中学・高等学校(進学コース、進
学選抜コース)

東京都 ３級以上
推薦単願希望者に（進学コースは３級以上、進学選抜コースは準２級以上）内申点
プラス１加点

東京成徳大学高等学校(進学コース、進学選抜コース) 東京都 ３級以上
推薦入試において
・進学コース＝３級以上、５科内申に＋１
・進学選抜コース＝準２級以上、５科内申に＋１

東京電機大学高等学校 東京都 ３級以上 推薦入試において内申加点「１」（漢検・英検と重複でも最高で「１」加点）

東京農業大学第一高等学校(普通科) 東京都 準２級以上

一般入試において第１志望の人は内申によって加算される点数があり数学検定取得
者には内申１が加えられる。推薦入試において内申に１が加えられ、それによって
Ａ推薦は内申を上げて推薦基準に達しても可、Ｂ推薦では規定に達していれば内申
が１上がり、内申によって適性検査に加点される

東京立正高等学校(普通科) 東京都 ３級以上
一般入試、推薦入試において、準２級＝内申素点９科合計に２ポイント加点、３級
＝内申素点９科合計に１ポイント加点

東星学園中学校・高等学校 東京都 ３級以上 ＜高校＞推薦入試、一般入試（併願優遇）において内申点に＋１を加点

桐朋女子高等学校 東京都 準２級以上
推薦入試、一般入試において、推薦の出願条件、一般の優遇条件の成績の基準に＋
１ポイント加点する

東洋高等学校(特進選抜コース、特進コース、
総合進学コース)

東京都 ３級以上
（特進選抜コース・特進コース）準２級以上、（総合進学コース）３級以上は、
推薦入試Ａにおいて評点に＋１点

東洋女子高等学校(総合進学コース) 東京都 ３級以上
３級以上の取得者は５科の内申点に＋１を加点することができる。ただし加点条項
のある出願区分に限る

東洋大学京北高等学校 東京都 準２級以上
推薦入試(公立併願優遇)において、推薦および公立併願優遇基準への加点対象項目
の１つとする

トキワ松学園中学校高等学校(普通科各コース) 東京都 ３級以上
＜高校＞推薦、一般Ｂ(併願優遇)入試において、基準に満たない場合、「１」ポイ
ント補うことができる

豊島学院高等学校(選抜、普通の各進学類型) 東京都 ３級以上 内申に５科、９科とも｢＋１｣。準２級以上は内申に５科、９科とも｢＋２｣

二松学舎大学附属高等学校(普通科) 東京都 ３級以上

推薦入試において【進学コース】Ａ推薦(５科16以上)＝３級「＋１」、準２級「＋
２」。Ｂ推薦・併願優遇(５科18以上)＝準２級「＋１」
【特進コース】Ａ推薦（５科19以上）＝準２級「＋１」。Ｂ推薦・併願優遇（５科
２１以上）＝準２級「＋１」

日体桜華高等学校(普通科) 東京都 ３級以上 推薦入試、一般入試において、１ポイント内申点に加算

新渡戸文化高等学校(芸術・音楽・スポーツ・
クッキング・特進医療理系・特進文系)

東京都 ３級以上
推薦入試、一般入試（併願）において、２級３点、準２級２点、３級１点の内申点
での加点

日本音楽高等学校(音楽科) 東京都 ３級以上 推薦入試において優遇
日本学園高等学校(総合進学コース、スポーツコース) 東京都 ３級以上 推薦入試・併願優遇において内申に加点

日本工業大学駒場高等学校(全学科・コース) 東京都 ３級以上
推薦Ａ・Ｂ及び併願優遇入試において普通科特進コースと理数特進コースでは準２
級以上で５科合計の評定値に1ポイントプラス、上記以外のコースでは３級で1ポイ
ント、準２級で２ポイントプラスしている

日本工業大学駒場中学校 東京都 特になし 自己アピール入試中、作文、面接をする中で考慮する

日本女子体育大学附属二階堂高等学校(総合進
学コース、体育コース、保健福祉コース)

東京都

AO推薦＝特になし
Ａ推薦・Ｂ推薦・

併願優遇試験
＝４級以上

AO推薦＝本校独自の“人物本位”の入試であり、長所の１つとして認めている。本
校を単願する者のみが該当し、その長所を高校入学後も伸ばしていくことが前提と
なる。
Ａ推薦・Ｂ推薦・併願優遇試験＝出願基準の要件の１つとして優遇

日本体育大学荏原高等学校(普通科全コース) 東京都 ３級以上 推薦入試、一般入試(併願優遇)において、加点措置あり

日本大学第一中学・高等学校(普通科) 東京都 ３級以上
＜高校＞準２級以上：推薦入試において、出願基準に「＋２」とする
３級：推薦入試において、出願基準に「＋１」とする

日本大学第三高等学校 東京都 準２級以上 推薦入試において、内申点（５科合計）にプラス「１」する

日本大学鶴ヶ丘高等学校 東京都 準２級以上 推薦入試において推薦基準より「－１」の数値で出願を認めている

日本大学豊山中・高等学校 東京都 準２級以上 ＜高校＞推薦入試において、基準ポイントに１を加える

日本橋女学館高等学校(難関進学コース、総合
進学コース・芸術進学コース)

東京都 ３級以上 ＜高校＞単願推薦・併願推薦・併願優遇入試において、３級取得は＋１内申点に加算

八王子高等学校(全コース) 東京都 ３級以上 一般入試において入試相談基準において「１」を優遇

八王子実践高等学校(普通科特進・文理・普通
の各コース)

東京都 ３級以上
推薦入試、一般入試において、文理・普通の各コースは３級以上で１ポイント、準
２級以上で２ポイント、特進コースは準２級以上で評定合計にプラス「１」ポイン
ト(ただし、英検・漢検・数学検定まとめて１ポイントのみ)。

日出高等学校(全コース) 東京都 ３級以上 推薦入試・併願優遇において、３級以上の生徒は内申点に加点する

富士見丘中学高等学校(普通科一般) 東京都 ３級以上
一般入試において入試相談時に考慮、推薦入試において内申点に加点。３級取得者
+１、準２級取得者+２、２級取得者+３

藤村女子高等学校(Ｓ特コース、特進コース、
進学コース、総合コース、スポーツ科学特進
コース、スポーツ科学コース)

東京都 ３級以上
推薦入試、一般入試において、特典として３級は＋１、準２級以上はさらに＋１ポ
イントを９科に加算

文化学園大学杉並高等学校(進学コース、特進コース) 東京都 ３級以上 全入試において、評定に加点
文華女子高等学校(大学進学コース、総合進学コース) 東京都 ３級以上 一般入試、推薦入試において内申点に１ポイント加点

文京学院大学女子高等学校(理数キャリア、国
際教養、スポーツ科学)

東京都 ４級以上 推薦入試において加点対象となる

文教大学付属高等学校(普通科) 東京都 ３級以上
一般入試併願選抜における加点(内申点「＋１」)、推薦入試における加点(内申点
「＋１」)

宝仙学園高等学校　女子部(全コース) 東京都 ３級以上
推薦入試、一般入試において、９科目の内申に加算(３級＝１点、準２級以上＝２
点)（平成26年度現在）

豊南高等学校(普通科特進を除く全コース) 東京都 ３級以上
(選抜・進学コース)推薦入試、一般入試において３級以上の合格者は内申点に
「１」加点できる。(全コース)推薦入試、一般入試において準２級以上の合格者は
内申点に「２」加点できる

朋優学院高等学校(特進・進学・調理・美術・
デザインの各コース)

東京都 非公表 非公表

東京都
東京家政学院高等学校(アドバンストコース、
スタンダードコース)
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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（高等専門学校・高等学校・中学校）

学校名(学科・コース) 都道府県 階級 活用の内容
３級 一般入試、推薦入試において内申５科の評定に「＋１」として評価

準２級以上 一般入試、推薦入試において内申５科の評定に「＋２」として評価

堀越高等学校(全コース、育英コース) 東京都 ４級以上
（全コース）一般入試、推薦入試において書類審査のプラスポイント(４級以上)
（育英コース）推薦入試内申点に＋１(３級以上)

明星高等学校 東京都 ３級以上
MGS・本科入試の推薦入試および一般入試C志望において、内申点に３級で「＋
１」、準２級以上で「＋２」を加算する

明星学園高等学校(普通科) 東京都 ３級以上 推薦入試Ｂ方式、一般入試併願優遇において、点数加算（＋１）

武蔵野高等学校(全ステージ) 東京都 ３級以上 推薦入試において、内申の合計に「プラス１」とする

３級以上 (普通科総合進学コース)一般入試、推薦入試において、内申点に加点

準２級以上 (理系医療コース、文系創造コース)一般入試、推薦入試において、内申点に加点

準２級以上 (共学部文理探求コース)１点まで加点

３級以上 (女子部リベラルアーツコース、メディカルサイエンスコース)１点まで加点

村田女子高等学校(全コース) 東京都 ３級以上
一般入試（併願優遇入試）・推薦入試・特待制度において、３級は＋１点、準２級
以上は＋２点を内申評定に加点する

明治学院東村山高等学校(普通科) 東京都 ３級以上
推薦入試において推薦の内申基準(男36、女38／９科)のところ、３級で「＋１」、
準２級以上で「＋２」加点

明法高等学校 東京都 ３級以上 一般入試、推薦入試において優遇する

目黒学院中学・高等学校 東京都 ３級以上
＜高校＞推薦入試において内申書に「＋１」を加点(準２級は「＋２」、２級は
「＋３」)。＜中学校＞優遇ではないが、入試における数学の出題内容と方針は、
３級合格レベルを基準とする。

目白研心高等学校(選抜クラス) 東京都 ３級以上
推薦入試、一般入試において、以下の実績を特別加算ポイントとして９科または５
科の内申点の合計に加算する。３級はポイント「１」、準２級はポイント「２」

立教池袋高等学校 東京都 ２級程度 参考

立教池袋中学校 東京都 ３級程度 一般入試・帰国児童入試において参考

立正大学付属立正高等学校(普通科) 東京都 ３級以上 推薦入試において、評定の合計に加点

和光高等学校 東京都 ３級以上
推薦入試・併願優遇において、英検・漢検・数学検定３級以上で内申に１点加算。
複数でも最大１点とする

麻布大学附属高等学校 神奈川県 準２級以上
推薦入試・一般入試前期Ａ・Ｂ方式にて内申に「１」を加点。一般入試前期オープ
ン方式にて、筆記試験の素点に20点加点

アレセイア湘南高等学校 神奈川県

普通科進学コー
ス＝３級以上
普通科特進選

抜・特進コース
＝準２級以上

普通科進学コース：高校入試進学コースにおいて、優遇対象(詳細は非公開)
普通科特進選抜・特進コース：高校入試特進選抜・特進コースにおいて、優遇対象
(詳細は非公開)

アレセイア湘南中学校 神奈川県

５級(１次：計
算技能検定、２
次：数理技能検

定)以上

教科入試において、「算数」試験免除

大西学園高等学校(普通科、家庭科) 神奈川県 ３級以上 内申点のプラスポイントとする

柏木学園高等学校(普通科) 神奈川県 ３級以上 入試基準において内申点に加点する

鎌倉学園高等学校 神奈川県 準２級以上 一般Ａ方式（書類選考）において、内申点基準で優遇(＋１)

函嶺白百合学園高等学校 神奈川県 ３級以上 一般入試、推薦入試において内申に加点

北鎌倉女子学園高等学校(普通科普通コース・
特進コース、音楽科)

神奈川県 ３級以上
一般入試、推薦入試において３級で内申に「１」を加点、準２級で内申に「２」を
加点

公文国際学園中等部 神奈川県 ３級以上

＜中等部＞Ａ入試（国・数）（国・英）２段階選抜の（イ）の自己推薦内容で「数
学検定」の内容が加点。
【（ア）第１段階】　２科目のうち、１科目以上が絶対合格点以上で、かつ２科目
とも合格基準点未満でない場合。絶対合格点と合格基準点は毎年かわる。
【（イ）第２段階】　自己推薦内容を換算した点数と得点の合計で選抜※自己推薦
がなくても受験できる。

慶應義塾湘南藤沢中・高等部 神奈川県 (中・高等部)優遇措置ではないが、出願書類(活動報告書)に記入があれば参考とする

相模女子大学高等部 神奈川県 ３級以上 ３級+１、準２級+２、２級+３　加点する

相模女子大学中学部 神奈川県 ６級以上 一般入試において参考程度

相模原高等学校(総合・文理・体育科学の全コース) 神奈川県 ３級以上 一般入試、推薦入試において内申点にプラス

湘南学院高等学校(普通科) 神奈川県 ３級以上 詳細非公開

湘南工科大学附属高等学校(普通科進学アドバ
ンス、進学スタンダード、技術)

神奈川県 ３級以上 推薦入試、一般入試において内申点に加算(３級：＋１、準２級以上：＋２)

聖ヨゼフ学園中学・高等学校(総合進学コー
ス、アドバンストイングリッシュコース)

神奈川県 ３級以上 ＜高校＞推薦入試、一般入試において内申点に１点加点

聖和学院高等学校(英語科、普通科) 神奈川県 ３級以上 一般入試、推薦入試において出願時の基準点に加点あり

相洋高等学校(普通科特進・文理・進学コー
ス、商業科)

神奈川県 ３級以上
135点を満点とする選考基準(内申点)で、準２級以上合格で３点、３級合格で２点
が加点される

橘学苑高等学校 神奈川県 ３級以上 推薦入試、一般入試において、内申点のプラスポイントとする

立花学園高等学校(普通科進学・普通コース) 神奈川県 ３級以上 一般入試、推薦入試において優遇

中央大学附属横浜高等学校(普通科) 神奈川県 準２級以上 一般入試(Ａ方式)において内申点に１点加点

鶴見大学附属中学校・高等学校(普通科総合進
学・特進の各コース)

神奈川県 ３級以上 ＜高校＞一般入試、推薦入試において内申１ポイントの加点

桐蔭学園高等学校 神奈川県 準２級以上
推薦入試において、プログレス、アドバンス、スタンダードコース共、調査書内申
の基準に＋１点加点できる。一般入試において、アドバンス、スタンダードコース
で調査書内申の基準に＋１点加点できる

東海大学付属相模高等学校 神奈川県 準２級以上 一般入試、推薦入試において９科合計に神奈川「＋２」、東京「＋１」

桐光学園高等学校 神奈川県 準２級以上 推薦入試において、調査書の内申点に１ポイント加算

藤嶺学園　鵠沼高等学校(英語・理数・文理コース) 神奈川県 ３級以上 一般入試、推薦入試において３級で１点、準２級で２点、２級で３点優遇

藤嶺学園　藤沢高等学校(普通科) 神奈川県 ３級以上 推薦、Ⅰ期一般Ａ入試において、３級は１点、準２級は２点を内申点に加点

日本女子大学附属中学校・高等学校 神奈川県 非公表 非公表

日本大学藤沢高等学校(普通科) 神奈川県 準２級以上
高校推薦入試および一般入試出願基準において、２年５科・９科、３年５科・９科
合計のいずれかに加点

白鵬女子高等学校 神奈川県 ３級以上 推薦入試、一般入試において、３級以上で内申に２点加算

藤沢翔陵高等学校(特進・普通科文理・商業科) 神奈川県 ３級以上 一般入試、推薦入試において基準に達していない生徒を対象に加算措置として１点

武相高等学校(普通科総合コース・進学コー
ス・特進コース)

神奈川県 ３級以上 一般入試、推薦入試において、内申点に加点あり

法政大学国際高等学校(グローバル探求コース) 神奈川県 準２級以上 一般入試の書類選考において加点対象

法政大学第二高等学校 神奈川県 参考程度

三浦学苑高等学校 神奈川県 ４級以上 一般入試、推薦入試において中学校の基準点(内申点)に＋α(１～４点)

緑ヶ丘女子高等学校(普通科全コース) 神奈川県 ４級以上 一般入試、推薦入試において内申点への加点

東京都

東京都

東京都

保善高等学校(普通科)

武蔵野女子学院高等学校(普通科総合進学コー
ス、理系医療コース、文系創造コース)

武蔵野大学附属千代田高等学院(共学部文理探
求コース、女子部リベラルアーツコース、メ
ディカルサイエンスコース)
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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（高等専門学校・高等学校・中学校）

学校名(学科・コース) 都道府県 階級 活用の内容
横須賀学院高等学校(普通科) 神奈川県 ３級以上 推薦、筆記一般入試において、内申点(３年９科／45点)に１点加点

横須賀学院中学校 神奈川県 ４級以上 判定の際に優遇する

横浜高等学校(特進コース・文理コース) 神奈川県 ４級以上
推薦入試、一般入試において、４級以上は内申点に１点加点、準２級以上は内申点
に２点加点

横浜学園高等学校(普通科・特進コース、普通コース) 神奈川県 ４級以上
特進コースは一般入試、普通コースは推薦入試・一般入試において、９教科合計が
基準に足りない場合、３級以上２点、４級１点を内申点に加算する

横浜商科大学高等学校(進学コース) 神奈川県 ３級以上
推薦入試、学科試験入試(併願)において、基準点不足の際、加点する（進学コース
のみ）

横浜翠陵高等学校(文理コース) 神奈川県 ３級以上 推薦入試・一般入試において、内申点に加点あり

横浜清風高等学校(普通科総合進学コース) 神奈川県 ３級以上 一般入試、推薦入試において内申成績に１点加点

横浜創英高等学校(全コース) 神奈川県 ３級以上 一般入試、推薦入試において内申点に加点あり

横浜創学館高等学校(全科) 神奈川県 ３級以上 推薦入試、一般入試において、内申点の加点対象項目

新発田中央高等学校(普通科) 新潟県 ３級以上 推薦入試において、出願要件の１つとする

帝京長岡高等学校(普通科) 新潟県 ３級以上 一般入試、推薦入試において優遇する

新潟清心女子高等学校(普通科) 新潟県 ３級以上 推薦入試において、推薦の成績基準の出願基準の１つとする

高朋高等学校(普通科総合コース) 富山県 ３級以上 推薦入試、一般入試において入学志願者の内申点総合計に加点

高岡向陵高等学校 富山県 指定なし 推薦入試、一般入試において、内申点に加算する

高岡龍谷高等学校 富山県 非公表 非公表

富山第一高等学校(普通科) 富山県 ３級以上 一般入試において、３級を取得している者に点数を加算する

鵬学園高等学校(全科) 石川県 ３級以上 一般入試、推薦入試において入試点数に加点

金沢高等学校(進学コース、スポーツコース) 石川県 ３級以上 一般入試において、10点の加点

小松大谷高等学校(全コース) 石川県 ３級以上 推薦・一般入試において専願者のみ加点

北陸学院高等学校(全コース) 石川県 ３級以上 推薦入試(専願)において、３級以上は優遇する。一般入試は参考程度

遊学館高等学校(普通科) 石川県 ３級以上
推薦入試、一般入試において、点数化はしていないが、合否を判定する際の１つの
資料としている

山梨県立桂高等学校 山梨県 非公表 非公表

山梨県立甲府第一高等学校 山梨県 非公表 非公表

山梨県立上野原高等学校(総合学科) 山梨県 すべての入試において、総合的な合否判断の材料の１つとしている

山梨県立日川高等学校(普通科) 山梨県 非公表 非公表

山梨県立富士北稜高等学校 山梨県 非公表 非公表

山梨県立山梨高等学校 山梨県 非公表 非公表

駿台甲府高等学校(普通科) 山梨県 準２級程度 自己推薦入試の出願要件の１つとする

日本大学明誠高等学校(特進･普通コース) 山梨県 ３級 推薦入試において加点の対象とする

富士学苑中学高等学校 山梨県 非公表 非公表

山梨英和中学校・高等学校 山梨県 ５級以上 ＜中学＞自己推薦入試において、出願資格とする

長野県小諸商業高等学校(商業科、会計システム科) 長野県 非公表 非公表

長野県蘇南高等学校 長野県 非公表 非公表

上田西高等学校(進学コース) 長野県 ３級以上 推薦入試において優遇

東京都市大学　塩尻高等学校 長野県 合否判定考慮

長野女子高等学校(全コース) 長野県 非公表 非公表

長野清泉女学院高等学校(全コース) 長野県 ３級以上 自己推薦入試において何らかの措置あり

松本第一高等学校(全学科・コース) 長野県 ３級以上 一般入試において加点

岐阜第一高等学校 岐阜県 非公表 非公表

高山西高等学校(普通科) 岐阜県 ３級、準２級 一般入試、推薦入試において参考とする

中京高等学校 岐阜県 非公表 非公表

静岡県立清水西高等学校(普通科) 静岡県 基準なし 一般選抜において、相互的な判断材料の１つとして参考にする

加藤学園高等学校(特進部・進学部・総合学部) 静岡県 ３級以上 一般入試において、出願基準に加点

常葉学園菊川高等学校(普通科) 静岡県 準２級以上 入試において判定の参考にする

東海大学付属静岡翔洋高等学校(文理進学コース) 静岡県 ３級以上 自己PRのひとつとして参考にする

桐陽高等学校(特別進学コース、普通コース) 静岡県 ３級以上 一般入試において内申点に加点する

沼津中央高等学校(全コース) 静岡県 ３級以上 一般入試

浜松学院高等学校(普通科) 静岡県 ３級以上 推薦入試、一般入試において参考程度

浜松修学舎高等学校(普通科・ビジネス科・福祉科) 静岡県 ３級以上 一般入試

浜松日体中学校 静岡県 ６級以上 前期入試、後期入試において考慮

浜松日体高等学校 静岡県 ３級以上 一般入試において考慮

独立行政法人国立高等専門学校機構
豊田工業高等専門学校

愛知県 準２級以上 推薦入試において合否判定考慮

愛知県立一宮工業高等学校(機械科、電気科、
建築土木科)

愛知県 ３級以上 推薦入試において、出願要件の１つとする

愛知県立武豊高等学校 愛知県 ３級以上 推薦入試において、出願条件の１つとして認めている

愛知県立東海南高等学校(普通科) 愛知県 準２級以上 推薦入試(詳細非公表)

愛知県立豊明高等学校(普通科) 愛知県 ３級以上 推薦入試において出願条件のうちの１つとして

愛知県立日進高等学校(全) 愛知県 ４級以上 推薦入試、一般入試において、総合評価の参考資料とする

愛知県立半田商業高等学校(全科) 愛知県 ３級以上 推薦入試(詳細非公表)

愛知県立東浦高等学校(普通科) 愛知県 ３級 参考程度

愛知県立緑丘商業高等学校 愛知県 非公表 非公表

愛知県立名南工業高等学校 愛知県 非公表 非公表

愛知淑徳中学・高等学校 愛知県 ３級以上 ＜中学＞一般入試において特別活動実績の１つとして点数を加算している

菊華高等学校(普通科総合進学コース、普通科
スポーツアクトコース、普通科福祉コース、情
報ビジネス科)

愛知県 指定なし 一般入試、推薦入試においてプラスポイント

聖カピタニオ女子高等学校 愛知県 推薦入試において参考にする

誠信高等学校(普通科) 愛知県 ３級 活用の詳細については非公表

聖霊中学校 愛知県 VAP選考入試において、活動歴の１つとして認めている

聖霊高等学校 愛知県 非公表 非公表

大成中学・高等学校 愛知県 ＜中学＞選択制入試（かがやき型）において、活動報告内容の１つとして認めている

同朋高等学校(普通科、商業科、音楽科) 愛知県 ３級以上 推薦入試、一般入試において参考にする程度。合否に影響することなし。
名古屋経済大学高蔵高等学校・中学校(普通・商業科) 愛知県 ３級以上 ＜高校＞推薦入試において評価＜中学＞自己推薦入試において合否判定考慮

名古屋女子大学高等学校 愛知県 非公表 非公表

名古屋女子大学中学校 愛知県 定めていない 推薦入試において考慮する（級は定めていない）

誉高等学校 愛知県 一般入試、推薦入試において考慮する

独立行政法人国立高等専門学校機構
鈴鹿工業高等専門学校(全学科)(推薦選抜)

三重県 定めていない 活用の詳細については非公表

セントヨゼフ女子学園高等学校・中学校 三重県 ３級以上 ＜高校＞AO方式入試において、参考にすることがある

近江兄弟社高等学校(全学科) 滋賀県 ３級 推薦・専願入試において、ボーダーラインでの優遇

滋賀学園高等学校 滋賀県 一般入試において調査書の記載内容により配慮する
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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（高等専門学校・高等学校・中学校）

学校名(学科・コース) 都道府県 階級 活用の内容

比叡山高等学校 滋賀県 非公表
推薦入試において、合格基準点を一般の受験より優遇する優先入学制度(Ⅰ類専願)
の受験資格の認定条件の１つとしている

彦根総合高等学校 滋賀県 非公表 非公表

立命館守山高等学校(アカデメイアコース) 滋賀県 準２級以上 推薦入試において、出願資格審査にて考慮

立命館守山中学校(アカデメイアコース) 滋賀県 非公表 非公表

一燈園中学・高等学校(普通科) 京都府
高校＝４級以上
中学＝７級以上

Ａ日程・Ｂ日程入試において合否判定優遇

大谷高等学校 京都府 ３級以上 専願受験者において、加点の対象とする

大谷中学校(コアJrクラス) 京都府 設定なし AS試験事前の書類審査において、加点の対象とする

華頂女子高等学校(普通科、音楽科) 京都府 非公表 非公表

京都外大西高等学校(特進コースⅠ、体育、国
際文化を除く各コース)

京都府 ３級以上 推薦選考において、推薦条件の１つ(資格)として

京都暁星高等学校(普通科) 京都府 ３級以上 推薦入試において出願基準の１つとして扱う

京都廣学館高等学校(アドバンスコース、ジェ
ネラルコース、ステップアップコース)

京都府
一般入試・奨学生入試・クラブ推薦入試において総合的な判断のひとつとして参考
とする

京都西山高等学校(全コース) 京都府 設定なし
一般入試(専願・一般)において、具体的に級は設定していないが本人の意欲として
考慮していく

同志社女子高等学校(普通科ＬＡコース) 京都府 準２級以上 推薦入試において加点の対象とする

ノートルダム女学院中学校 京都府 自己推薦入試において、「活動の記録」の１つとして提出されれば参考とする

ノートルダム女学院高等学校(全コース) 京都府 推薦入試、一般入試において、参考利用する

花園中学高等学校(全コース) 京都府 ３級以上 ＜高校＞一般入試において合否判定考慮

平安女学院中学校 京都府 ５級以上 自己推薦入試において、出願資格確認の加点材料

立命館高等学校(ＭＳ・コアの各コース) 京都府 準２級以上 ＜高校＞専願入試において、書類点の要素の１つとして認める

龍谷大学付属平安高等学校(選抜特進、プログレス) 京都府 ３級以上 点数加算①準２級以上取得者30点　②３級取得者10点

アサンプション国際中学校 大阪府 ５級以上
アピール入試(資格重視型)において、評価項目の１つとし、エントリーのうえ専願
で受験の場合、合否判定で優遇する

追手門学院中・高等学校(特進Sコース) 大阪府 ５級以上 ＜中学＞一般入試において点数加算

大阪偕星学園高等学校(全コース) 大阪府 ３級以上 一般入試において参考程度

大阪聖母女学院中学校・高等学校 大阪府
高校=参考程度
中学=小学校修
了課程以上

＜高校＞参考程度＜中学＞（文理総合コース）エール入試において国語・算数の学
力試験および「特技点」で判定を行う。「特技点」とは小学校６年間の活動や特技
等を評価の対象に加える制度

大阪青凌中学校 大阪府 ５級以上 入試において５級：10点、４級：15点、３級以上：20点加算する

大阪桐蔭高等学校(普通科Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ類) 大阪府 準２級以上
入学試験の「数学」において点数（得点）を以下の通り保障する
準１級：90点、２級：70点、準２級：50点

関西大学第一高等学校 大阪府 ３級以上 高校の一般入試において、査定の際に取得級に応じて加点する

金蘭会中学校 大阪府 ６級以上 K方式(自己アピール型)入試において、合否判定考慮

金蘭会高等学校 大阪府 ３級以上 １次入試において、合否判定考慮

常翔啓光学園中学校・高等学校 大阪府 特になし ＜中学＞未来探求コースの未来入試において、自己アピールポイントの１つとして

星翔高等学校(普通科、工業技術系) 大阪府 ４級以上 一般入試においてボーダーライン上での判定優遇措置

相愛高等学校(全コース) 大阪府 ３級以上 一般入試において、取得級に応じて、筆記試験の合計点に加算

相愛中学校(全コース) 大阪府 ６級以上 一般入試において、取得級に応じて、筆記試験の合計点に加算

東海大学付属仰星高等学校中等部(総合進学コース) 大阪府 一般入試A日程入試の総合進学コースの「自己推薦書」内で評価の対象としている。

同志社香里高等学校(普通科) 大阪府 ３級以上 一般入試(総合評価方式)において、「検定」の項目に加点

初芝立命館中学校(立命館コース、セレクト・
アカデメイアコース)

大阪府 ４級以上 きらめき入試(活用の詳細については非公表)

ＰＬ学園中学校 大阪府 一般入試において参考にする

ＰＬ学園高等学校(普通科) 大阪府 ３級以上 一般入試において参考にする

東大谷高等学校(全コース) 大阪府 ３級以上 一般入試において合否判定考慮

箕面自由学園中学校 大阪府 ６級以上 全入試において点数加点

履正社高等学校(全コース) 大阪府 ４級以上 一般入試において取得級に応じて加点の優遇措置あり(専願・併願問わず)

３級以上 ＜高校(普通科Ａ・Ｂ)＞資格点数化入試において取得級に応じ点数化する

４級以上 ＜中学＞活動実績入試において取得級に応じて点数化する

兵庫県立尼崎工業高等学校(工業科) 兵庫県 ３級以上 推薦入試・一般入試において参考として用いる

兵庫県立飾磨工業高等学校 兵庫県 非公表 非公表

兵庫県立高砂高等学校 兵庫県 非公表 非公表

愛徳学園中学校・高等学校 兵庫県 ３級以上 ＜高校入試＞点数加点

甲南中学校(アドバンストコース) 兵庫県 ４級 Ⅰ期午前ｂ方式において出願条件

神戸国際大学附属高等学校(全) 兵庫県 全入試において、参考程度

神戸野田高等学校(全コース) 兵庫県 非公表 非公表

神戸山手女子中学校(進学コース) 兵庫県 進学コースの１次試験において、Y方式(自己アピール入試)の受験資格となる

神戸山手女子高等学校(普通科) 兵庫県 ３級以上
一般入試において、特別評価加点制度…優れた実績を有している生徒に対して入学
試験時に優遇(１次試験のみに適用)

夙川学院中学高等学校 兵庫県 ５級以上 ＜中学＞全日程において試験免除

神港学園高等学校 兵庫県 調査書に記載があれば参考程度にみる

須磨学園中学校・高等学校 兵庫県 準２級 ＜高校＞前期・後期入試において参考

滝川中学校 兵庫県 ３級以上 一般入試「前期午前」またはＦ方式入試において10～20点の加算がある

東洋大学附属姫路高等学校(総合進学コース) 兵庫県 ４級以上 総合進学コースの前期入学試験推薦専願区分において、推薦条件の１つとして

雲雀丘学園高等学校(選抜特進コース) 兵庫県 準２級以上 推薦入試における出願条件

報徳学園中学・高等学校(選抜特進コース、特
進コース、進学コース)

兵庫県 ４級以上
一般入試I方式受験において、選抜特進コース、特進コースの場合３級以上で15
点、進学コースの場合３級で15点、４級で10点の加点

智辯学園中学校・高等学校 奈良県 非公表 非公表

鳥取県立鳥取工業高等学校 鳥取県 非公表 非公表

松柏学院倉吉北高等学校 鳥取県 合否判定考慮

青翔開智高等学校(普通科) 鳥取県 準２級以上 非公表

青翔開智中学校 鳥取県 ４級以上 一般入試の書類審査において、３級取得者は＋20点、４級取得者は＋10点する

独立行政法人国立高等専門学校機構
松江工業高等専門学校

島根県 非公表 非公表

明誠高等学校 島根県 ３級 推薦入試において、合否判定考慮

岡山県立井原高等学校 岡山県 非公表 非公表

岡山県立岡山一宮高等学校(理数科) 岡山県 準２級以上 特別入学者選抜の入学者選抜において重視する実績として活用

岡山県立岡山御津高等学校 岡山県 準２級以上
特別入学者選抜の重視する実績を示した選抜で活用するが、活用の詳細については
非公表

岡山県立鴨方高等学校(総合学科) 岡山県 準２級以上 特別入学者選抜

岡山県立倉敷天城高等学校(普通科・理数科) 岡山県 準２級以上 自己推薦入試において重視する

岡山県立玉島高等学校(普通科・理数科) 岡山県 準２級以上
自己推薦による入学者選抜において、重視する実績として数学検定準２級以上また
は英語検定準２級以上合格者(10名程度)

大阪府早稲田摂陵中学校・高等学校
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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（高等専門学校・高等学校・中学校）

学校名(学科・コース) 都道府県 階級 活用の内容

岡山県立玉野光南高等学校(情報科) 岡山県 準２級以上
特別入学者選抜において、重視する実績として数学検定準２級以上または英語検定
準２級以上合格者(２名程度)

岡山県立和気閑谷高等学校 岡山県 非公表 非公表

岡山中学校 岡山県 ５級以上 Ａ方式・Ｃ方式入試において級に応じて加点

岡山学芸館高等学校 岡山県 ３級以上
選抜１期入試、２期入試、県外入試において、取得階級に応じて学力検査の合計点
に加算(３級５点、準２級10点、２級15点)

岡山学芸館清秀中学校 岡山県 ４級以上 すべての入試において、点数加算（４級＝２点、３級＝６点、準２級以上＝10点）

岡山県作陽高等学校 岡山県 非公表 非公表

岡山県高梁日新高等学校(全科・全コース) 岡山県 ３級以上 すべての入試において学力試験に１０点加点

おかやま山陽高等学校(全科・全コース) 岡山県 ３級以上 推薦入試において学科試験免除

岡山商科大学附属高等学校(全科・全コース) 岡山県 ４級以上 すべての入試において加点あり

岡山理科大学附属高等学校(全科全コース) 岡山県 ３級以上 一般入試において点数加算

岡山龍谷高等学校 岡山県 ３級以上 １期入試筆記試験で、３級取得者は10％、準２級以上は20％加算

関西学園関西高等学校(全科全コース) 岡山県 ３級以上 １期入試において、３級５点、準２級10点、２級以上15点を入試得点に加算する

倉敷高等学校(全科全コース) 岡山県 ３級以上 県外Ⅰ期、Ⅰ期、Ⅱ期入試において、入試得点に加算する(10点)

倉敷翠松高等学校(全科) 岡山県 ３級以上 一般(選抜１期・２期)入試において合否判定に加点する

興譲館高等学校 岡山県 級指定なし 総合判定の参考程度

金光学園中学校 岡山県 ５級以上 一般入試において、報告書(内申書)に記載があれば参考程度

金光学園高等学校 岡山県 ３級以上 推薦入試、一般入試において、報告書(内申書)に記載があれば参考程度

山陽女子高等学校(全科全コース) 岡山県 ３級以上 一般入試において、３級は５点、準２級は10点、２級は15点加算

就実高等学校(特別進学コース・ハイグレード
クラスを除く)

岡山県 ３級以上 一般入試において、学力考査の得点に５点加算する

清心女子高等学校(文理コース) 岡山県 ３級以上 一般入試

創志学園高等学校(全科・コース) 岡山県 ３級以上 全て筆記試験に加点　３級＝10点、準２級＝15点、２級＝20点

岡山県美作高等学校 岡山県 非公表 非公表

明誠学院高等学校(特別進学コースⅢ類を除く
全てのコース、類・系)

岡山県 ３級以上 全ての数学の入学試験の得点に10点加算

独立行政法人国立高等専門学校機構
呉工業高等専門学校

広島県 ２級以上 特別推薦入試において出願資格の１つとして認めている

独立行政法人国立高等専門学校機構
広島商船高等専門学校(全学科)

広島県 級設定なし 推薦入試において、合否判定考慮

広島県立庄原実業高等学校 広島県 非公表 非公表

広島県立大門高等学校(普通科) 広島県 ３級 推薦入試において、特別活動に含めて評価する

広島県立広島中・高等学校 広島県 非公表 非公表

盈進高等学校(特別進学コース・進学コース) 広島県 ３級以上
一般入試(専願・併願)において、学科点・内申点に検定合格級に応じて加点(３級
＝５点、準２級＝10点、２級＝15点、準１級以上＝20点加点する)

尾道中学校 広島県 ６級以上 一般入試において、６級：算数得点の５％加算。５級以上は１０％加算

近畿大学附属広島高等学校・中学校　東広島校 広島県 ３級以上
一般試験の専願Ⅱにおいて、一律加点。特別推薦(推薦入試ではない)において、本
校が定める他の条件とあわせて満たせば合格

クラーク記念国際高等学校　広島キャンパス(普通科) 広島県 ５級以上 推薦入試、一般入試において合否判定考慮

広陵高等学校(普通科) 広島県 特になし 推薦入試、一般入試において、参考程度

広島新庄中学校 広島県 ６級以上 一般入試において優遇する

広島新庄高等学校(普通科) 広島県 ３級以上 一般入試において優遇する。推薦入試において出願資格の１つの条件として

独立行政法人国立高等専門学校機構
宇部工業高等専門学校

山口県 非公表 非公表

山口県立華陵高等学校(普通科、英語科) 山口県 ３級以上 推薦入試において、合否判定の際、参考程度

慶進高等学校 山口県 ３級以上 推薦入試において

弓削商船高等専門学校 愛媛県 推薦・一般入試において　活用の詳細については非公表

愛媛県立野村高等学校 愛媛県 非公表 非公表

今治明徳高等学校(普通科) 愛媛県 推薦入試、一般入試において、参考程度

高知県立宿毛高等学校 高知県 ５級以上 活用の詳細については非公表

土佐高等学校 高知県 ２級以上 一般入試において点数加算

土佐塾高等学校 高知県 ３級以上 推薦入試において優遇

福岡県立朝倉高等学校 福岡県 非公表 非公表

福岡県立糸島高等学校 福岡県 非公表 非公表

福岡県立大牟田北高等学校 福岡県 非公表 非公表

福岡県立香椎高等学校 福岡県 非公表 非公表

福岡県立須恵高等学校 福岡県 非公表 非公表

福岡県立築上西高等学校 福岡県 非公表 非公表

福岡県立八女農業高等学校 福岡県 非公表 非公表

希望が丘高等学校 福岡県 指定なし 一般入試、推薦入試において取得者は総合評価する

クラーク記念国際高等学校　福岡中央キャンパス 福岡県 非公表 非公表

久留米学園高等学校 福岡県 調査書に記載があれば総合的判断の１つとして参考にする

久留米信愛女学院高等学校(全コース) 福岡県 ３級以上 推薦入試、専願入試、一般入試において、合否判定の際に考慮する

敬愛高等学校(全コース) 福岡県 ３級以上 一般入試の得点に３級取得者(＋５)、準２級以上取得者(＋10)加算

純真高等学校(全学科) 福岡県 階級制限なし 参考程度。調査書に記載があれば見る場合もある。

常磐高等学校(普通科全コース) 福岡県 ３級以上 推薦入試において内申点評価20点加点(書類審査100点満点のうち)

中村学園女子高等学校 福岡県 合否判定考慮

中村学園女子中学校(全コース) 福岡県 専願入試において合否判定考慮

西日本短期大学附属高等学校(普通科・全コース) 福岡県 ４級以上 推薦入試において優遇

福岡常葉高等学校 福岡県 非公表 非公表

佐賀県立唐津青翔高等学校 佐賀県 ３級 特色・一般入試において、合否判定における参考とする

佐賀県立唐津南高等学校 佐賀県 非公表 非公表

佐賀県立杵島商業高等学校 佐賀県 非公表 非公表

佐賀県立伊万里商業高等学校(全学科) 佐賀県 ３級以上 特色・一般入試において、合否判定における参考とする

海星中学校・高等学校 長崎県 ３級以上 特別入試Ⅰ・Ⅱにおいて数学に５点加算

青雲高等学校(普通科) 長崎県 ２級以上 特別専願入試において、数学受験の免除

長崎南山中学・高等学校 長崎県 ６級以上 中学入試の１次入試・２次入試において総合点に５点を加える

精道三川台中学高等学校 長崎県 非公表 非公表

独立行政法人国立高等専門学校機構
熊本高等専門学校

熊本県 ３級以上 推薦入試において活動結果にともなう努力を認め、内申評価に加点するものとする

熊本県立芦北高等学校(全学科) 熊本県 非公表 非公表

熊本県立多良木高等学校(体育コース、福祉教
養コース)

熊本県 非公表 非公表
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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（高等専門学校・高等学校・中学校）

学校名(学科・コース) 都道府県 階級 活用の内容
熊本国府高等学校 熊本県 非公表 非公表

ルーテル学院高等学校(全種) 熊本県 ３級以上 全入試において、参考程度

大分県立大分雄城台高等学校(普通科) 大分県 準２級以上 推薦入試・一般入試において参考程度

大分高等学校(全学科) 大分県 ３級以上 一般入試、推薦入試においての参考資料

大分中学校(特進クラス・スポーツクラス) 大分県 ６級以上 参考資料

宮崎県立日南振徳高等学校(全学科) 宮崎県 非公表 非公表

日章学園高等学校(全学科) 宮崎県 ３級以上 一般入試において、入試の受験料(10,000円)免除

鵬翔高等学校(全学科) 宮崎県 ３級以上 一般入試において、入試検定料免除

宮崎日本大学高等学校(全学科) 宮崎県 ３級以上 推薦入試において入学検定料免除

鹿児島県立枕崎高等学校(総合学科) 鹿児島県 不問 推薦入試、一般入試(詳細は非公表)

鹿屋市立鹿屋女子高等学校(全学科) 鹿児島県 ３級以上 推薦入試における出願資格(文化活動)

池田中学校(普通科) 鹿児島県 限定せず 一般入試において、合否判定の際、参考程度

池田高等学校(普通科) 鹿児島県 限定せず 推薦入試、一般入試において、合否判定の際、参考程度

出水中央高等学校 鹿児島県 参考程度

樟南第二高等学校(全学科) 鹿児島県 ３級以上 推薦・一般入試において入学検定料免除

独立行政法人国立高等専門学校機構
沖縄工業高等専門学校

沖縄県 準２級以上 調査書に活用

沖縄県立糸満高等学校 沖縄県 非公表 非公表

沖縄県立伊良部高等学校(全コース) 沖縄県 ４級以上 推薦入試において優遇

沖縄県立沖縄工業高等学校(電子機械科、情報
電子科、建築科、土木科、工業化学科、生活情
報科)

沖縄県 ４級以上
推薦入試において、点数加算(準２級以上＝Aランク、３級＝Bランク、４級＝Cラン
ク)

沖縄県立小禄高等学校 沖縄県 非公表 非公表

沖縄県立北中城高等学校(普通科) 沖縄県 ３級以上
推薦入試における出願要件の1つ　自己表現(資格取得等の活動)準２級＝Aランク、
３級＝Bランク

沖縄県立北山高等学校 沖縄県 ３級以上 推薦入試において評価する

沖縄県立球陽高等学校(理数科・国際英語科) 沖縄県 準２級以上 推薦入試(活用の詳細については非公表)

沖縄県立具志川高等学校(普通科) 沖縄県 ３級以上 推薦入試において、数学検定３級以上を顕著な実績として評価

沖縄県立具志川商業高等学校 沖縄県 非公表 非公表

沖縄県立向陽高等学校(全科) 沖縄県 ３級以上 非公表

沖縄県立コザ高等学校(普通科) 沖縄県 ３級以上 推薦入試において３級＝Eランク、準２級＝Cランク、２級以上＝Aランク

沖縄県立知念高等学校(普通科) 沖縄県 推薦入試において優遇する

沖縄県立北谷高等学校 沖縄県 ４級以上 推薦入試、一般入試において、合否判定考慮

沖縄県立豊見城南高等学校(普通科全コース) 沖縄県 ３級以上 推薦入試、一般入試において、実績事項として判断の参考にする

沖縄県立名護高等学校 沖縄県 非公表 非公表

沖縄県立那覇国際高等学校(普通科、国際科) 沖縄県 ３級以上 推薦入試において、合否判定のランク分け

沖縄県立南部工業高等学校(全科) 沖縄県 ５級以上 推薦入試の資格取得等の活動　５級(10点)、４級(20点)、３級以上(30点)

沖縄県立南風原高等学校 沖縄県 非公表 非公表

沖縄県立普天間高等学校 沖縄県 ３級以上 推薦入試において評価

沖縄県立真和志高等学校(全科・全コース) 沖縄県 ３級以上 推薦入試、一般入試において合否判定考慮

沖縄県立宮古高等学校(理数科、普通科) 沖縄県 ４級以上 推薦入試における実績基準の１つとして

沖縄県立宮古工業高等学校(全学科) 沖縄県 ５級以上 推薦入試において、３級以上＝Ａ段階、４級＝Ｂ段階、５級＝Ｃ段階

沖縄県立宮古総合実業高等学校(全学科) 沖縄県 ３級以上 推薦入試において合否判定考慮

沖縄県立本部高等学校 沖縄県 ４級以上 連携・推薦入試、一般入試において、実績事項として判断の参考にする

沖縄県立八重山高等学校 沖縄県 ３級以上 推薦入試において、準２級以上＝Ａ、３級＝Ｂ

沖縄県立陽明高等学校(総合学科) 沖縄県 ２～４級 推薦入試において活動実績として評価

沖縄県立与勝高等学校 沖縄県 ４級以上
高校の推薦・一般入試において準２級取得者はＡ評価、３級取得者はＢ評価、４級
取得者はＣ評価。

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


