
細詳別区試入部学名学大県府道都
北海道 旭川大学 経済学部 公募制推薦 書類審査の際、加点（3級以上）
北海道 旭川大学短期大学部 短期大学部 公募制推薦 書類審査の際、加点（3級以上）
北海道 公立はこだて未来大学 システム情報科学部 ＡＯ 自己アピールの一つとして参考とする
北海道 札幌学院大学 全学部 ＡＯ・推薦 自己アピールの一つとして
北海道 札幌大学 全学部 自己推薦 級に応じて点数加点
北海道 札幌大学女子短期大学部 キャリアデザイン科 自己推薦 級に応じて点数加点

北海道 苫小牧駒澤大学 国際文化学部 ＡＯ
出願資格にある各種資格、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。

北海道 道都大学 全学部 自己推薦 出願資格のひとつとして利用可能
北海道 函館大学 商学部 ＡＯ 自己アピールの一つとして参考とする

北海道 北翔大学

人間福祉学部、
生涯学習システム学部、
生涯スポーツ学部、
短期大学部

ＡＯ・
公募制推薦

自己アピールにおいて考慮ないし参考とする

北海道 酪農学園大学 濃色環境学群
一般推薦、
産業振興特別推薦

高等学校在学中に取得した各種試験・検定は、調査書に
加点する

青森県 青森明の星短期大学 子ども福祉未来学科 ＡＯ 自己アピールの一つとして参考とする
るすに考参てしとつ一のルーピア己自薦推・ＯＡ―学大院学央中森青県森青
るすに考参てしとつ一のルーピア己自薦推―学大期短央中森青県森青

青森県 八戸工業大学 工学部・感性デザイン学部ＡＯ・推薦 合否判定の考慮対象とする
岩手県 岩手大学 人文社会科学部 ＡＯ 自己アピールの一つとして
宮城県 石巻専修大学 全学部 ＡＯ・推薦 自己アピールの一つとして参考にする

絅 尚絅学院大学
総合人間科学部
（表現文化学科、現代社
会学科、生活環境学科）

ＡＯ 自己ＰＲの一つとして参考にする

宮城県 東北学院大学 全学部 ＡＯ 自己アピールとして参考にする

宮城県 東北文化学園大学
科学技術学部
知能情報システム学科
建築環境学科

一般推薦 合否判定の際に優遇する

表公非はていつに容内用活――学大業工北東県城宮

秋田県 秋田県立大学
システム科学技術学部、
生物資源科学部

ＡＯ・推薦 自己ＰＲの一つとして

山形県 東北公益文科大学 公益学部 ＡＯ・推薦 調査書に記載があれば評価の際に参考とする
福島県 福島学院大学 全学部 特になし 参考程度
福島県 福島学院大学短期大学部 全学科 特になし 参考程度

表公非はていつに容内用活――学大星明きわい県島福
栃木県 足利短期大学 こども学科 ＡＯ・推薦 参考程度
栃木県 作新学院大学 経営学部・人間文化学部 ＡＯ・推薦 自己アピールの一つとして
栃木県 作新学院大学女子短期大学部 幼児教育科 推薦 自己アピールの一つとして

表公非はていつに容内用活――学大際国橋前園学愛共県馬群
群馬県 群馬県立女子大学 特になし 特になし 参考とする
群馬県 高崎経済大学 地域政策学部 推薦 活動実績報告書の評価対象とする
埼玉県 浦和大学 全学部 ＡＯ 自己ＰＲの一つとして一つとして参考にする
埼玉県 浦和大学短期大学部 全学科 ＡＯ 自己ＰＲの一つとして一つとして参考にする
埼玉県 駿河台大学 全学部 ＡＯ 自己アピールの一つとして参考とする
埼玉県 十文字学園女子大学 人間生活学部 ＡＯ・推薦 自己ＰＲの一つとして参考にする
埼玉県 十文字学園女子大学短期大学部表現文化学科 ＡＯ・推薦 自己ＰＲの一つとして参考にする
埼玉県 山村学園短期大学 保育学科 一般・推薦・ＡＯ 自己アピールの一つとして参考にする
千葉県 江戸川大学 全学部 ＡＯ・推薦 ＡＯ：判定優遇 推薦：書類点数加算

千葉県 昭和学院短期大学
人間生活学科、
ヘルスケア栄養学科

ＡＯ 自己アピールの一つとして参考とする

千葉県 千葉経済大学 経済学部 ＡＯ・推薦 合否判定時に優遇
千葉県 東京基督教大学 神学部 一般・推薦・ＡＯ 自己アピールの一つとして参考にする

千葉県 東京成徳大学
人文学部、
応用心理学部

ＡＯ・推薦 書類審査、面接で参考とする場合がある

千葉県 明海大学

外国語学部、経済学部
不動産学部
ホスピタリティ・ツーリ
ズム
学部

ＡＯ・推薦 書類審査または面接の際に参考とする場合がある

表公非はていつに容内用活――学大愛敬県葉千
表公非はていつに容内用活――学大澤麗県葉千
表公非はていつに容内用活――学大亜細亜都京東

東京都 恵泉女学園大学 全学部・全学科 ＡＯ 自己アピールの一つとして参考とする

ことわざ検定を評価する大学が増えています



東京都 駒澤大学
文学部
（英文学科、歴史学科）

一般推薦 出願資格のひとつとして

表公非はていつに容内用活――学大子女践実都京東
東京都 昭和女子大学 全学部 ＡＯ・推薦 自己ＰＲの一つとして
東京都 白百合女子大学 文学部 全学科 ＡＯ エントリーシート（自己ＰＲ）の一部（一つ）として
東京都 聖心女子大学 文学部 ＡＯ 面接時の参考とする
東京都 清泉女子大学 文学部 ＡＯ 自己アピールの一つとして

表公非はていつに容内用活――学大正大都京東

東京都 東京家政大学 全学部・全学科 一般推薦
書類審査時、資格・検定に向けて努力したことを
考慮する

東京都 東京都市大学
工学部、知識工学部、
都市生活学部、人間科学
部

ＡＯ 自己アピールの一つとして参考程度

東京都 東京富士大学 経営学科 ＡＯ 自己アピールの一つとして
東京都 東洋大学 全学部 推薦 自己アピールの一つとして

表公非はていつに容内用活――学大政法都京東

東京都 武蔵大学
人文学部
社会学部

ＡＯ 参考程度

表公非はていつに容内用活――学大治明都京東
東京都 山野美容芸術短期大学 美容総合学科 全 書類審査において参考とする

表公非はていつに容内用活――学大田稲早都京東
表公非はていつに容内用活――学大子女倉鎌県川奈神

神奈川県 湘北短期大学 全学科 ＡＯ 面接時の参考とする
神奈川県 湘南工科大学 工学部 ＡＯ・推薦 参考程度
神奈川県 東海大学 ＡＯ入試実施学部 ＡＯ 自己アピールの一つとして
神奈川県 東洋英和女学院大学 人間学科、国際社会学部 公募制推薦 高校在学中の活動として出願資格要件となり得る
富山県 高岡法科大学 法学部 公募制推薦 合否判定時に優遇

表公非はていつに容内用活――学大陸北県川石

山梨県 身延山大学 仏教学部
一般・推薦・Ａ
Ｏ・
その他

出願書類等で自己アピールとして活用可、面接審査等を
通じて総合評価のひとつとする

長野県 諏訪東京理科大学
システム工学部、
経営情報学部

ＡＯ 自己アピールの一つとして

長野県 長野大学
社会福祉学部
環境ツーリズム学部
企業情報学部

一般推薦・自己推薦
業績書にかける「特徴ある活動」において、加点される
ことがある。

岐阜県 朝日大学 法学部、経営学部 ＡＯ 出願条件の「資格取得」に該当する
岐阜県 岐阜経済大学 全学部 ＡＯ 自己アピールの一つとして
岐阜県 正眼短期大学 禅・人間学科 ＡＯ 自己アピールの一つとして
岐阜県 中京学院大学 経営学部 ＡＯ 出願資格のひとつとして利用可能
静岡県 静岡英和学院大学 人間社会学部 ＡＯ型自己推薦 自己アピールの一つとして

てしとつ一のルーピア己自薦推己自―部学大期短学大院学和英岡静県岡静
静岡県 静岡産業大学 全学部 公募制推薦 出願要件のひとつとして
静岡県 浜松学院大学 現代コミュイケーション学部ＡＯ・自己推薦 自己アピールの一つとして
愛知県 愛知学泉短期大学 全学科 ＡＯ・推薦 参考程度
愛知県 愛知みずほ大学 人間科学部 ＡＯ・推薦 自己アピールの一つとして
愛知県 金城学院大学 全学部・全学科 ＡＯ 自己アピールの一つとして活用可

愛知県 修文大学短期大学部
幼児教育学科 第一部
幼児教育学科 第三部
生活文化学科

ＡＯ・
公募制推薦

出願資格として評価する

愛知県 中部大学 全学部 ＡＯ 自己アピールの一つとして
愛知県 名古屋経済大学 全学部 ＡＯ・推薦 自己ＰＲの一つとして参考にする
三重県 四日市大学 全学部 ＡＯ・推薦 自己アピールの一つとして参考とする
滋賀県 滋賀短期大学 全学部 ＡＯ 自己アピールの一つとして

滋賀県 びわこ学院大学 教育福祉学部
ＡＯ・
自己推薦

自己アピールの一つとして

滋賀県 びわこ学院大学短期大学部 ライフデザイン学科
ＡＯ・
自己推薦

自己アピールの一つとして

京都府 京都経済短期大学 経営情報学科
推薦・自己推薦・
一般

書類選考にて参考にする

京都府 京都ノートルダム女子大学 全学部 ＡＯ 自己アピールの一つとして

京都府 龍谷大学 全学部
文化・芸術・
社会活動選抜
入試試験

出願資格における基準のひとつとして

京都府 龍谷大学短期大学部 全学部
文化・芸術・
社会活動選抜
入試試験

出願資格における基準のひとつとして

大阪府 追手門学院大学 全学部 ＡＯ 自己アピールの一つとして



大阪府 大阪経済法科大学 経済学部、法学部 ＡＯ
エントリーシートに記載があれば等級を考慮のうえ、評
価する

大阪府 大阪産業大学 全学部 ＡＯ 自己アピールの一つとして

大阪府 大阪樟蔭女子大学

学芸学部
（健康栄養学科以外）、
心理学部、
児童学部

ＡＯ 自己アピール型の自己アピールの一つとして参考とする

大阪府 大阪千代田短期大学
幼児教育科、
総合コミュニケーション
学科

ＡＯ・推薦
書類審査に於いて、レベル（高校在学程度以上）により
評価点とする

大阪府 関西大学

文学部、
商学部、
社会学部、
政策創造学部、
人間健康学部、
総合情報学部、
社会安全学部、
システム理工学部、
環境都市工学部、
化学生命工学部

ＡＯ 出願要件のひとつとして

大阪府 摂南大学
法学部、外国語学部、
経済学部、経営学部、
理工学部

ＡＯ 自己アピールの一つとして

大阪府 帝塚山学院大学

人間科学部
情報メディア学科
リベラルアーツ学部
リベラルアーツ学科

ＡＯ・推薦 自己アピールの一つとして

大阪府 阪南大学 全学部 ＡＯ・推薦 自己ＰＲの一つとして

兵庫県 芦屋大学
臨床教育学部
経営教育学部

一般・推薦・ＡＯ 書類審査の際、加点（3級以上）

兵庫県 芦屋学園短期大学 幼児教育学科 一般・推薦・ＡＯ 書類審査の際、加点（3級以上）
兵庫県 大手前大学 全学部 ＡＯ 面談時における自己ＰＲ
兵庫県 大手前短期大学 全学部 ＡＯ 面談時における自己ＰＲ
兵庫県 神戸医療福祉大学 社会福祉学部 ＡＯ・推薦 入試に付随するスカラシップの評価において考慮します
兵庫県 神戸海星女子学院大学 現代人間学部 推薦 自己アピールの一つとして
兵庫県 神戸親和女子大学 文学部総合文化学科 公募制推薦 自己ＰＲとして活用可
兵庫県 姫路獨協大学 全学部 ＡＯ 自己アピールの一つとして

表公非はていつに容内用活――部学大期短学大子女川庫武県庫兵
兵庫県 流通科学大学 全学部 ＡＯ・自己推薦 自己アピールの一つとして

表公非はていつに容内用活――学大央畿県良奈

奈良県 帝塚山大学 全学部 ＡＯ
エントリーシートの書類審査や面談等において
参考にする

奈良県 天理大学
文学部・国文学国語学科
国際学部

公募制推薦 出願資格の条件のひとつとしてなる場合がある

表公非はていつに容内用活――学大園学良奈県良奈
奈良県 奈良大学 文学部、社会学部 ＡＯ・推薦 面接時の自己アピールの一つとして参考にする
岡山県 岡山商科大学 全学部 ＡＯ・推薦 調査書に記載してあれば考慮する （3級以上）
岡山県 吉備国際大学 全学部 ＡＯ・推薦 参考程度
岡山県 吉備国際大学短期大学部 全学部 ＡＯ・推薦 参考程度
岡山県 山陽学園大学 総合人間学部 一般推薦Ⅰ・Ⅱ期 調査書に記載があれば合否判定の際、考慮する

岡山県 山陽学園短期大学 全学科 一般推薦Ⅰ・Ⅱ期
調査書、または自己アピール書で記載があれば合否判定
の際、考慮する

岡山県 美作大学 表公非はていつに容内用活――
岡山県 美作大学短期大学部 表公非はていつに容内用活――
広島県 比治山大学 現代文化学部 一般推薦 資格により、加点することがある

広島県 広島国際大学
全学部
（医療栄養学部を除く）

公募制推薦
専門学科・総合学
科
特別推薦

推薦書に記載があった場合、評価の対象とする

部学全学大Ａ県島広

公募制推薦、
専門学科・総合学
科
特別推薦

推薦書に記載があった場合検討する

薦推―学大期短国岩県口山
推薦基準
（学習成績概評がＣ段階に満たない場合の出願基準）



香川県 高松大学 表公非はていつに容内用活――
香川県 高松短期大学 表公非はていつに容内用活――
福岡県 九州情報大学 全学部 ＡＯ・一般推薦 判定考慮

表公非はていつに容内用活――学大園学真純県岡福
表公非はていつに容内用活――学大園学女紫筑県岡福
表公非はていつに容内用活――学大園学村中県岡福

福岡県 西日本工業大学 全学部・全学科 全入試 参考程度
長崎県 長崎ウエスレヤン大学 現代社会学部 ＡＯ 参考程度

長崎県 長崎県立大学
経済学部
国際情報学部

ＡＯ 自己アピールの一つとして

長崎県 長崎国際大学
人間社会学部
健康管理学部
薬学部

ＡＯ・推薦 自己アピールの一つとして参考とする

大分県 別府溝部学園短期大学 全学科 全入試 自己ＰＲの一つとして
表公非はていつに容内用活――学大洋平太アジア館命立県分大

鹿児島県 鹿児島国際大学 経済学部、国際文化学部 ＡＯ 自己アピールの一つとして
鹿児島県 鹿児島純心女子短期大学 全学科 一般・推薦・ＡＯ 自己アピールの一つとして参考にする

沖縄県 沖縄キリスト教学院大学
人文学部、
英語コミュニケーション
学科

ＡＯ・推薦 自己アピールの一つとして

沖縄県 沖縄キリスト教短期大学 英語科、保育課 ＡＯ・推薦 自己アピールの一つとして
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