
地域 大学設置区分 エリア 大学名 TJS TJC 入試区分・活用方法

北海道 国立 北海道 小樽商科大学 ○ ○ 商学部全学科公募推薦入試…何らかの資格があれば合否判定の際に考慮する場合がある

北海道 国立 北海道 北海道教育大学 ○ ○ 芸術・スポーツ文化学科自己推薦入試…出願要件の一部

北海道 公立 北海道 公立はこだて未来大学 ○ ○ システム情報科学部AO入試…自己アピールの一つとして参考とする

北海道 私立 北海道 千歳科学技術大学 ○ ○ 理工学部公募推薦入試…出願資格のひとつとして（在学中に取得した資格について自己推薦できる者）

北海道 私立 北海道 北翔大学 全学部全学科AO入試…自己PR等の参考

北海道 私立 北海道 北翔大学 全学部全学科自己推薦入試…自己PR等の参考

北海道 私立 北海道 北翔大学短期大学部 全学部全学科AO入試…自己PR等の参考

北海道 私立 北海道 北翔大学短期大学部 全学部全学科自己推薦入試…自己PR等の参考

北海道 私立 北海道 北海道医療大学 ○ ○ 全学部・全学科AO入試…書類審査の際に参考にする

北海道 私立 北海道 北海道情報大学 ○ ○ 全学部公募推薦入試…加点評価として考慮

北海道 私立 北海道 酪農学園大学 ○ ○ 農食環境学群公募推薦入試…資格取得として調査書評価に加点する

東北 国立 宮城県 東北大学 ○ ○ 全学部AO入試…総合的評価の一指標として利用

東北 私立 青森県 青森中央学院大学 経営法学部公募推薦入試…自己PR等の参考

東北 私立 青森県 青森中央学院大学 経営法学部AO入試…自己PR等の参考

東北 私立 青森県 青森中央学院大学 経営法学部指定校入試…自己PR等の参考

東北 私立 青森県 青森中央学院大学 看護学部公募推薦入試…自己PR等の参考

東北 私立 青森県 青森中央短期大学 食物栄養学科公募推薦入試…自己PR等の参考

東北 私立 青森県 青森中央短期大学 幼児保育学科公募推薦入試…自己PR等の参考

東北 私立 青森県 八戸学院大学 地域経営学部地域経営学科…加点評価として考慮

東北 私立 青森県 八戸学院大学 健康医療学部人間健康学科公募推薦入試…加点評価として考慮

東北 私立 青森県 八戸工業大学 全学部全学科AO入試…自己PRの参考として（加点評価として考慮）

東北 私立 青森県 八戸工業大学 全学部全学科指定校推薦入試自己PRの参考として（加点評価として考慮）

東北 私立 宮城県 東北工業大学 工学部AO入試…加点評価として考慮

東北 私立 宮城県 東北工業大学 ライフデザイン学部AO入試…加点評価として考慮

東北 私立 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公募推薦入試…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している

東北 私立 宮城県 東北文化学園大学 科学技術学部建築環境学科公募推薦入試…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している

東北 私立 宮城県 東北文化学園大学 全学部AO入試…自己PR等の参考

関東 国立 茨城県 筑波大学 ○ 医学群医学類以外の学群・学類公募推薦入試…Ｂ１（ＣＥＦＲ）相当以上のスコアを有する場合に総合評価に反映させる

関東 国立 群馬県 群馬大学 ○ ○ 全学部公募推薦入試・・・高校在学中の「活動歴」に記載できる

関東 公立 群馬県 高崎経済大学 ○ 地域政策学部公募推薦入試…活動実績報告書（出願時提出書類）の評価対象とする

関東 私立 栃木県 作新学院大学 経営学部AO入試…自己PR等の参考

関東 私立 栃木県 作新学院大学 人間文化学部AO入試…自己PR等の参考

関東 私立 東京都 跡見学園女子大学 ○ ○ 全学部AO入試…出願要件の一部（TOEFL Junior Standard 645点以上、もしくはTOEFL Junior Comprehensive 300点以上）

関東 私立 東京都 恵泉女学園大学 人文学部公募推薦入試…自己PR等の参考

関東 私立 東京都 恵泉女学園大学 人文学部AO入試…自己PR等の参考

関東 私立 東京都 恵泉女学園大学 人文学部指定校推薦入試…自己PR等の参考

関東 私立 東京都 恵泉女学園大学 人間社会学部公募推薦入試…自己PR等の参考

関東 私立 東京都 恵泉女学園大学 人間社会学部AO入試…自己PR等の参考

関東 私立 東京都 恵泉女学園大学 人間社会学部指定校推薦入試…自己PR等の参考

関東 私立 東京都 国士舘大学 ○ ○ 全学部AO入試…出願基準の一つ　※平成31年度入学試験要項をご確認ください

関東 私立 東京都 白百合女子大学 ○ 文学部英語英文学科AO入試…自己PRなどの参考

関東 私立 東京都 成蹊大学 ○ ○ 全学部全学科AO入試…自己PR等の参考

関東 私立 東京都 聖心女子大学 文学部全学科AO入試…自己PR等の参考（面接時に参考とする）

関東 私立 東京都 聖心女子大学 文学部全学科指定校推薦入試…自己PR等の参考（面接時に参考とする）

関東 私立 東京都 清泉女子大学 ○ ○ 文学部AO入試…ＡＯ入試の出願書類（活動報告書）に記載があれば、評価の対象となりうる場合がある

関東 私立 東京都 高千穂大学 全学部全学科公募推薦入試…自己PRの参照

関東 私立 東京都 高千穂大学 全学部全学科AO入試…自己PRの参照

関東 私立 東京都 高千穂大学 全学部全学科指定校推薦入試…自己PRの参照

関東 私立 東京都 東京家政大学 全学部全学科公募推薦入試…資格検定に向けて努力したことを考慮する

関東 私立 東京都 東京家政大学 全学部全学科指定校入試…資格検定に向けて努力したことを考慮する

関東 私立 東京都 東京経済大学 ○ 現代法学部AO入試…出願資格の内の「高校生活等を通じて、資格・検定試験等で得た実績を証明できること」にて活用可能

関東 私立 東京都 東京聖栄大学 健康栄養学部公募推薦入試…加点評価として考慮

関東 私立 東京都 東京聖栄大学 健康栄養学部AO入試…加点評価として考慮

関東 私立 東京都 東京聖栄大学 健康栄養学部指定校推薦入試…加点評価として考慮

関東 私立 東京都 東京電機大学 システムデザイン工学部AO入試…自己PR等の参考

関東 私立 東京都 東京電機大学 未来科学部AO入試…自己PR等の参考

関東 私立 東京都 東京電機大学 工学部AO入試…自己PR等の参考

関東 私立 東京都 東京電機大学 理工学部AO入試…自己PR等の参考

関東 私立 東京都 東洋学園大学 全学部一般入試…合否判定時に優遇

関東 私立 東京都 東洋学園大学 全学部公募推薦入試…合否判定時に優遇

関東 私立 東京都 東洋学園大学 全学部AO入試…合否判定時に優遇

関東 私立 東京都 東洋学園大学 全学部指定校推薦入試…合否判定時に優遇

関東 私立 東京都 星薬科大学 ○ 薬学科・創薬科学科公募推薦入試…英語検定、数学検定、漢字検定等の各種検定資格試験の成績及び各種活動の実績を調査書評価に加算

関東 私立 東京都 武蔵大学 経済学部指定校推薦入試…自己PR等の参考

関東 私立 東京都 武蔵大学 人文学部AO入試…自己PR等の参考

関東 私立 東京都 武蔵大学 人文学部指定校推薦入試…自己PR等の参考

関東 私立 東京都 武蔵大学 社会学部AO入試…自己PR等の参考

関東 私立 東京都 武蔵大学 社会学部指定校推薦入試…自己PR等の参考

関東 私立 東京都 和光大学 自由選抜入試

関東 私立 東京都 和光大学 全学部全学科AO入試…自己PR等の参考

関東 私立 東京都 和光大学 全学部全学科指定校推薦入試…自己PR等の参考

○ ○

○

○ ○

○ ○

TOEFL Junior ®

○ ○

○ ○

○

○ ○

TOEFL Junior® のスコアを活用できる大学

○ ○

○

○ ○

○

○ ○

○

○

○ ○

○ ○

○ ○
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関東 私立 埼玉県 浦和大学 こども学部公募推薦入試…自己PR等の参考

関東 私立 埼玉県 浦和大学 こども学部AO入試…自己PR等の参考

関東 私立 埼玉県 浦和大学 総合福祉学部公募推薦入試…自己PR等の参考

関東 私立 埼玉県 浦和大学 総合福祉学部AO入試…自己PR等の参考

関東 私立 埼玉県 埼玉工業大学 全学部全学科公募推薦入試…一部入試において参考資料として取り扱う

関東 私立 埼玉県 埼玉工業大学 全学部全学科AO入試…自己PRのひとつとして取り扱う

関東 私立 埼玉県 十文字学園女子大学 ○ ○ 人間生活学部AO入試…自己PR等の参考

関東 私立 埼玉県 駿河台大学 ○ ○ 全学部AO入試…自己PR資料として提出された場合参考とする

関東 私立 埼玉県 聖学院大学 ○ 全学部・学科AO入試…自己PR等の参考

関東 私立 埼玉県 ものつくり大学 ○ ○ 技能工芸学部面接プレゼン入試…自己PR等の参考

関東 私立 埼玉県 日本医療科学大学 保険医療学部一般入試…自己PR等の参考

関東 私立 埼玉県 日本医療科学大学 保険医療学部公募推薦入試…自己PR等の参考

関東 私立 埼玉県 日本医療科学大学 保険医療学部ＡＯ入試…自己PR等の参考

関東 私立 埼玉県 日本工業大学 基幹工学部公募推薦入試…自己PR等の参考（面接や書類選考を行う入試において参考としている）

関東 私立 埼玉県 日本工業大学 基幹工学部指定校推薦入試…自己PR等の参考（面接や書類選考を行う入試において参考としている）

関東 私立 埼玉県 日本工業大学 基幹工学部AO入試…自己PR等の参考（面接や書類選考を行う入試において参考としている）

関東 私立 埼玉県 日本工業大学 基幹工学部専門高校入試（S・A・B工業科）…自己PR等の参考（面接や書類選考を行う入試において参考としている）

関東 私立 埼玉県 日本工業大学 基幹工学部特別奨学生入試…自己PR等の参考（面接や書類選考を行う入試において参考としている）

関東 私立 埼玉県 日本工業大学 基幹工学部3月入試…自己PR等の参考（面接や書類選考を行う入試において参考としている）

関東 私立 埼玉県 日本工業大学 先進工学部公募推薦入試…自己PR等の参考（面接や書類選考を行う入試において参考としている）

関東 私立 埼玉県 日本工業大学 先進工学部指定校推薦入試…自己PR等の参考（面接や書類選考を行う入試において参考としている）

関東 私立 埼玉県 日本工業大学 先進工学部AO入試…自己PR等の参考（面接や書類選考を行う入試において参考としている）

関東 私立 埼玉県 日本工業大学 先進工学部専門高校入試（S・A・B工業科）…自己PR等の参考（面接や書類選考を行う入試において参考としている）

関東 私立 埼玉県 日本工業大学 先進工学部特別奨学生入試…自己PR等の参考（面接や書類選考を行う入試において参考としている）

関東 私立 埼玉県 日本工業大学 先進工学部3月入試…自己PR等の参考（面接や書類選考を行う入試において参考としている）

関東 私立 埼玉県 日本工業大学 建築学部公募推薦入試…自己PR等の参考（面接や書類選考を行う入試において参考としている）

関東 私立 埼玉県 日本工業大学 建築学部指定校推薦入試…自己PR等の参考（面接や書類選考を行う入試において参考としている）

関東 私立 埼玉県 日本工業大学 建築学部AO入試…自己PR等の参考（面接や書類選考を行う入試において参考としている）

関東 私立 埼玉県 日本工業大学 建築学部専門高校入試（S・A・B工業科）…自己PR等の参考（面接や書類選考を行う入試において参考としている）

関東 私立 埼玉県 日本工業大学 建築学部特別奨学生入試…自己PR等の参考（面接や書類選考を行う入試において参考としている）

関東 私立 埼玉県 日本工業大学 建築学部3月入試…自己PR等の参考（面接や書類選考を行う入試において参考としている）

関東 私立 千葉県 江戸川大学 全学部AO入試…判定考慮

関東 私立 千葉県 江戸川大学 全学部公募推薦入試…加点評価として考慮

関東 私立 千葉県 江戸川大学 全学部指定技推薦入試…加点評価として考慮

関東 私立 千葉県 国際医療福祉大学 医学部一般入試…参考程度に評価する

関東 私立 千葉県 国際医療福祉大学 医学部大学入試センター試験利用入試…参考程度に評価する

関東 私立 千葉県 国際医療福祉大学 医学部を除く全学部公募推薦入試…参考程度に評価する

関東 私立 千葉県 国際医療福祉大学 医学部を除く全学部AO入試…参考程度に評価する

関東 私立 千葉県 国際医療福祉大学 医学部を除く全学部指定校推薦入試…参考程度に評価する

関東 私立 千葉県 千葉経済大学 経済学部公募推薦入試…合否判定考慮

関東 私立 千葉県 千葉経済大学 経済学部AO入試…合否判定考慮

関東 私立 千葉県 千葉経済大学短期大学部 ビジネスライフ学科公募推薦入試…合否判定の参考

関東 私立 千葉県 千葉経済大学短期大学部 ビジネスライフ学科ＡＯ入試…合否判定の参考

関東 私立 千葉県 千葉経済大学短期大学部 こども学科公募推薦入試…合否判定の参考

関東 私立 千葉県 千葉経済大学短期大学部 こども学科ＡＯ入試…合否判定の参考

関東 私立 千葉県 中央学院大学 ○ 全学部AO入試…加点評価として参考（3級以上に相当する資格、主催団体や種目は不問）

関東 私立 神奈川県 湘南工科大学 工学部全学科公募推薦入試…自己PR等の参考

関東 私立 神奈川県 湘南工科大学 工学部全学科AO入試…自己PR等の参考

関東 私立 神奈川県 湘南工科大学 工学部全学科指定校推薦入試…自己PR等の参考

関東 私立 神奈川県 東洋英和女学院大学 ○ 全学部公募制推薦入試…出願要件の一部として参考

北陸・甲信越 国立 長野県 信州大学 ○ ○ 経法学部応用経済学科公募推薦入試…出願要件の一部として参考

北陸・甲信越 私立 新潟県 新潟経営大学 ○ ○ AO入試…自己PR等の参考

北陸・甲信越 私立 新潟県 新潟産業大学 経済学部経済経営学科AO入試…資格を取得している場合はポイントを付与する場合がある

北陸・甲信越 私立 新潟県 新潟産業大学 経済学部文化経済学科AO入試…資格を取得している場合はポイントを付与する場合がある

北陸・甲信越 私立 富山県 富山国際大学 現代社会学部一般入試…加点評価として考慮

北陸・甲信越 私立 富山県 富山国際大学 現代社会学部特別奨学生選抜入試･･･加点評価として考慮

北陸・甲信越 私立 富山県 富山国際大学 現代社会学部公募推薦入試…加点評価として考慮

北陸・甲信越 私立 富山県 富山国際大学 現代社会学部AO入試…加点評価として考慮

北陸・甲信越 私立 富山県 富山国際大学 現代社会学部指定校推薦入試…加点評価として考慮

北陸・甲信越 私立 富山県 富山国際大学 子ども育成学部一般入試…加点評価として考慮

北陸・甲信越 私立 富山県 富山国際大学 子ども育成学部特別奨学生選抜入試･･･加点評価として考慮

北陸・甲信越 私立 富山県 富山国際大学 子ども育成学部公募推薦入試…加点評価として考慮

北陸・甲信越 私立 富山県 富山国際大学 子ども育成学部指定校推薦入試…加点評価として考慮

北陸・甲信越 私立 富山県 富山短期大学 全学部一般入試…書類審査上の加点評価として考慮

北陸・甲信越 私立 富山県 富山短期大学 全学部公募推薦入試…書類審査上の加点評価として考慮

北陸・甲信越 私立 富山県 富山短期大学 全学部指定校推薦入試…書類審査上の加点評価として考慮

北陸・甲信越 私立 富山県 富山短期大学 全学部ＡＯ入試…書類審査上の加点評価として考慮

北陸・甲信越 私立 山梨県 身延山大学 仏教学部仏教学科一般入試…すべての入試制度にて出願出類等でアピールがあれば、面接審査等を通して総合評価のひとつとする

北陸・甲信越 私立 山梨県 身延山大学 仏教学部仏教学科公募推薦入試…すべての入試制度にて出願出類等でアピールがあれば、面接審査等を通して総合評価のひとつとする

北陸・甲信越 私立 山梨県 身延山大学 仏教学部仏教学科指定校推薦入試…すべての入試制度にて出願出類等でアピールがあれば、面接審査等を通して総合評価のひとつとする

北陸・甲信越 私立 山梨県 山梨英和大学 人間文化学部公募推薦入試…面接における自己PRなどの参考に

北陸・甲信越 私立 山梨県 山梨英和大学 人間文化学部AO入試…面接における自己PRなどの参考に

北陸・甲信越 私立 山梨県 山梨英和大学 人間文化学部指定校推薦入試…面接における自己PRなどの参考に

東海 国立 愛知県 名古屋工業大学 ○ ○ 創造工学教育課程（材料・エネルギーコース/情報・社会コース）公募推薦入試…出願要件の一部

東海 公立 愛知県 愛知県立大学 ○ ○ 情報科学部公募推薦入試・・・出願要件の一部として参考

東海 私立 静岡県 静岡英和学院大学 ○ ○ 人間社会学部AO入試…合否判定の参考資料とする

東海 私立 静岡県 浜松学院大学 ○ 全学部AO入試…自己PR等の参考

○

○

○ ○

○ ○

○

○ ○

○ ○

○ ○

○

○ ○

○
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地域 大学設置区分 エリア 大学名 TJS TJC 入試区分・活用方法

東海 私立 愛知県 愛知学泉大学 家政学部家政学科公募推薦入試…加算評価として考慮

東海 私立 愛知県 愛知学泉大学 家政学部家政学科AO入試…自己PR等の参考

東海 私立 愛知県 愛知学泉大学 現代マネジメント学部現代マネジメント学科公募推薦入試…加算評価として考慮

東海 私立 愛知県 愛知学泉大学 現代マネジメント学部現代マネジメント学科AO入試…自己PR等の参考

東海 私立 愛知県 至学館大学 健康科学部公募推薦入試…自己PR等の参考

東海 私立 愛知県 至学館大学 健康科学部ＡＯ入試…自己PR等の参考

東海 私立 愛知県 至学館大学短期大学部 短期大学部公募推薦入試…自己PR等の参考

東海 私立 愛知県 至学館大学短期大学部 短期大学部ＡＯ入試…自己PR等の参考

東海 私立 愛知県 修文大学短期大学部 生活文化学科公募制推薦入試（自己推薦）…自己PR等の参考

東海 私立 愛知県 修文大学短期大学部 生活文化学科AO入試…自己PR等の参考

東海 私立 愛知県 修文大学短期大学部 幼児教育学科第一部公募制推薦入試（自己推薦）…自己PR等の参考

東海 私立 愛知県 修文大学短期大学部 幼児教育学科第一部AO入試…自己PR等の参考

東海 私立 愛知県 修文大学短期大学部 幼児教育学科第三部公募制推薦入試（自己推薦）…自己PR等の参考

東海 私立 愛知県 修文大学短期大学部 幼児教育学科第三部AO入試…自己PR等の参考

東海 私立 愛知県 同朋大学 文学部公募推薦入試…加点評価の参考（「学習や活動の評価」項目で加点）

東海 私立 愛知県 同朋大学 文学部指定校推薦入試…加点評価の参考（「学習や活動の評価」項目で加点）

東海 私立 愛知県 同朋大学 社会福祉学部公募推薦入試…加点評価の参考（「学習や活動の評価」項目で加点）

東海 私立 愛知県 同朋大学 社会福祉学部指定校推薦入試…加点評価の参考（「学習や活動の評価」項目で加点）

東海 私立 愛知県 豊橋創造大学短期大学部 ○ キャリアプランニング科奨学生入試…調査書審査における加点対象

近畿 私立 滋賀県 びわこ学院大学 教育福祉学部子ども学科AO入試…自己PR等の参考

近畿 私立 滋賀県 びわこ学院大学 教育福祉学部子ども学科自己推薦入試…自己PR等の参考

近畿 私立 滋賀県 びわこ学院大学 教育福祉学部スポーツ教育学科AO入試…自己PR等の参考

近畿 私立 滋賀県 びわこ学院大学 教育福祉学部スポーツ教育学科自己推薦入試…自己PR等の参考

近畿 私立 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入試…自己PR等の参考

近畿 私立 滋賀県 びわこ学院大学短期大学部 ライフデザイン学科自己推薦入試…自己PR等の参考

近畿 私立 京都府 大谷大学 文学部自己推薦入試…自己ＰＲ等の参考

近畿 私立 京都府 大谷大学 社会学部自己推薦入試…自己ＰＲ等の参考

近畿 私立 京都府 大谷大学 教育学部自己推薦入試…自己ＰＲ等の参考

近畿 私立 京都府 京都外国語大学 外国語学部一般入試…出願要件の一部とし、加点評価の参考とする

近畿 私立 京都府 京都外国語大学 外国語学部公募推薦入試…出願要件の一部とし、加点評価の参考とする

近畿 私立 京都府 京都外国語大学 国際貢献学部一般入試…出願要件の一部とし、加点評価の参考とする

近畿 私立 京都府 京都外国語大学 国際貢献学部公募推薦入試…出願要件の一部とし、加点評価の参考とする

近畿 私立 京都府 京都外国語短期大学 キャリア英語科一般入試…出願要件の一部とし、加点評価の参考とする

近畿 私立 京都府 京都外国語短期大学 キャリア英語科公募推薦入試…出願要件の一部とし、加点評価の参考とする

近畿 私立 京都府 京都光華女子大学 ○ ○ 全学部ＡＯ入試…自己PR等の参考

近畿 私立 京都府 京都光華女子大学短期大学部 ○ ○ ライフデザイン学科ＡＯ入試…自己PR等の参考

近畿 私立 京都府 京都産業大学 ○ 全学部公募推薦入試…加点評価の参考

近畿 私立 京都府 京都ノートルダム女子大学 ○ ○ 全学部全学科AO入試…自己PR等の参考

近畿 私立 京都府 同志社女子大学 学芸学部国際教養学科推薦入試L…出願要件の一部として参考

近畿 私立 京都府 同志社女子大学 学芸学部国際教養学科AO入試…出願要件の一部として参考

近畿 私立 京都府 同志社女子大学 全学部AO入試…自己PR等の参考

近畿 私立 京都府 花園大学 全学部全学科一般入試…加点評価として参考

近畿 私立 京都府 花園大学 全学部全学科公募推薦入試…加点評価として参考

近畿 私立 京都府 平安女学院大学 ○ ○ 全学部ＡＯ入試…自己PR等の参考

近畿 私立 京都府 平安女学院大学短期大学部 ○ ○ 全学科ＡＯ入試…自己PR等の参考

近畿 私立 京都府 明治国際医療大学 全学科公募推薦入試…加算評価として考慮

近畿 私立 京都府 明治国際医療大学 全学科指定校推薦入試…加算評価として考慮

近畿 私立 大阪府 大阪学院大学 ○ ○ 全学部全学科AO入試…自己PR等の参考

近畿 私立 大阪府 大阪産業大学 国際学部一般入試…出願要件の一部として参考

近畿 私立 大阪府 大阪産業大学 国際学部公募推薦入試…出願要件の一部として参考

近畿 私立 大阪府 大阪産業大学 経営学部一般入試…出願要件の一部として参考

近畿 私立 大阪府 大阪産業大学 経営学部公募推薦入試…出願要件の一部として参考

近畿 私立 大阪府 大阪産業大学 経済学部一般入試…出願要件の一部として参考

近畿 私立 大阪府 大阪産業大学 経済学部公募推薦入試…出願要件の一部として参考

近畿 私立 大阪府 関西医療大学 全学部全学科公募推薦入試…自己PR等の参考

近畿 私立 大阪府 関西医療大学 全学部全学科指定校推薦入試…自己PR等の参考

近畿 私立 大阪府 関西医療大学 全学部全学科ＡＯ入試…自己PR等の参考

近畿 私立 大阪府 関西医療大学 全学部一般入試…自己PR等の参考

近畿 私立 大阪府 常磐会短期大学 幼児教育科AO入試…自己PRなどの参考

近畿 私立 大阪府 常磐会短期大学 幼児教育科自己推薦入試…自己PRなどの参考

近畿 私立 奈良県 奈良大学 全学部指定校推薦入試・・・自己PR等の参考

近畿 私立 奈良県 奈良大学 全学部AO入試・・・自己PR等の参考

中国・四国 国立 島根県 島根大学 ○ ○ 人間科学部人間科学科AO入試…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（一般型で一次選考を実施した場合）

中国・四国 私立 岡山県 吉備国際大学 全学部一般入試…自己PRの参考

中国・四国 私立 岡山県 吉備国際大学 全学部公募推薦入試…自己PRの参考

中国・四国 私立 岡山県 吉備国際大学 全学部指定校推薦入試…自己PRの参考

中国・四国 私立 岡山県 吉備国際大学 全学部ＡＯ入試…自己PRの参考

中国・四国 私立 岡山県 山陽学園大学 ○ ○ 総合人間学部公募推薦入試…調査書の特記事項の欄に記入があれば総合評価に反映する

中国・四国 私立 岡山県 山陽学園短期大学 食物栄養学科公募推薦入試…自己PR等の参考

中国・四国 私立 岡山県 山陽学園短期大学 幼児教育学科公募推薦入試…自己PR等の参考

中国・四国 私立 岡山県 就実大学 人文科学部公募推薦入試…出願要件の1つとして「資格や技術を有する者」としている

中国・四国 私立 岡山県 就実大学 教育学部公募推薦入試…出願要件の1つとして「資格や技術を有する者」としている

中国・四国 私立 岡山県 就実大学 経営学部公募推薦入試…出願要件の1つとして「資格や技術を有する者」としている

中国・四国 国立 広島県 広島大学 全学部一般入試（前期日程・後期日程）…TOEFL Junior® Comprehensive341点以上を大学入試センター試験の外国語（英語）の満点とみなす（ただし大学入試センター試験の外国語
（英語【筆記】及び【リスニング】）を受験していること）※平成28年度実施分のみ対象

中国・四国 国立 広島県 広島大学 全学部AO入試…TOEFL Junior® Comprehensive341点以上を大学入試センター試験の外国語（英語）の満点とみなす（ただし大学入試センター試験の外国語（英語【筆記】及び【リスニ
ング】）を受験していること）※平成28年度実施分のみ対象

中国・四国 国立 広島県 広島大学 全学部推薦入試…TOEFL Junior® Comprehensive341点以上を大学入試センター試験の外国語（英語）の満点とみなす（ただし大学入試センター試験の外国語（英語【筆記】及び【リス
ニング】）を受験していること）※平成28年度実施分のみ対象

中国・四国 国立 広島県 広島大学 医学部医学科推薦入試…TOEFL Junior® Comprehensive341点以上を大学入試センター試験の外国語（英語）の満点とみなす（ただし大学入試センター試験の外国語（英語【筆記】及
び【リスニング】）を受験していること）※平成28年度実施分のみ対象

○

○ ○

○

○
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地域 大学設置区分 エリア 大学名 TJS TJC 入試区分・活用方法

中国・四国 私立 広島県 広島経済大学 経済学部公募推薦入試…出願要件の一部

中国・四国 私立 広島県 広島経済大学 経営学部公募推薦入試…出願要件の一部

中国・四国 私立 広島県 広島経済大学 メディアビジネス学部公募推薦入試…出願要件の一部

中国・四国 私立 広島県 広島国際大学 ○ ○ 全学部公募推薦入試…公募推薦の推薦書において、記載があった場合に加点評価を検討する

九州・沖縄 国立 福岡県 九州工業大学 工学部一般入試（前期・後期日程）…センター試験の英語の得点に加点

九州・沖縄 国立 福岡県 九州工業大学 工学部推薦入試I…面接試験に加点

九州・沖縄 国立 福岡県 九州工業大学 工学部推薦入試Ⅱ…センター試験の英語の得点に加点

九州・沖縄 国立 福岡県 九州工業大学 工学部ＡＯ入試…センター試験の英語の得点に加点

九州・沖縄 国立 福岡県 九州工業大学 情報工学部一般入試（前期・後期日程）…センター試験のリスニングの得点を置き換え

九州・沖縄 国立 福岡県 九州工業大学 情報工学部推薦入試I…面接試験の「英語」に関する評価を満点

九州・沖縄 国立 福岡県 九州工業大学 情報工学部ＡＯ入試…センター試験のリスニングの得点を置き換え

九州・沖縄 国立 長崎県 長崎大学 ○ 多文化社会学部AO入試…出願要件の一部として参考

九州・沖縄 国立 宮崎県 宮崎大学 ○ 工学部全学科一般入試…TOEFL Junior で730点以上のスコアと習得している場合は、英語の試験を免除し、英語を満点とする。

九州・沖縄 公立 福岡県 九州歯科大学 歯学部一般入試…自己PR等の参考

九州・沖縄 公立 福岡県 九州歯科大学 歯学部AO入試…自己PR等の参考

九州・沖縄 私立 福岡県 九州大谷短期大学 全学科一般入試…自己PRなどの参考

九州・沖縄 私立 福岡県 九州大谷短期大学 全学科公募推薦入試…自己PRなどの参考

九州・沖縄 私立 福岡県 九州大谷短期大学 全学科指定校推薦入試…自己PRなどの参考

九州・沖縄 私立 福岡県 九州大谷短期大学 全学科AO入試…自己PRなどの参考

九州・沖縄 私立 福岡県 九州国際大学 ○ 全学部AO入試（一芸一能入試）

九州・沖縄 私立 福岡県 九州情報大学 ○ ○ 経営情報学部AO入試…加算評価として考慮

九州・沖縄 私立 福岡県 福岡大学 センタープラス型入試

九州・沖縄 私立 福岡県 福岡大学 大学入試センター利用入試（I期）

九州・沖縄 私立 福岡県 福岡大学 大学入試センター利用入試（II期）

九州・沖縄 私立 大分県 立命館アジア太平洋大学 アジア太平洋学部AO入試…出願要件の一部

九州・沖縄 私立 大分県 立命館アジア太平洋大学 国際経営学部AO入試…出願要件の一部

九州・沖縄 国立 鹿児島県 鹿児島大学 全学部全学科一般入試…外部試験の取り扱いについて、一定条件を満たしていれば、大学入試センター試験の「外国語」の得点を満点とみなす取り扱いとなる

九州・沖縄 国立 鹿児島県 鹿児島大学 全学部全学科公募推薦入試…センター試験を課している推薦入試が対象となり、当大学では推薦入試Ⅱが対象となる

九州・沖縄 私立 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公募推薦入試…自己PR等の参考

九州・沖縄 私立 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指定校推薦入試…自己PR等の参考

九州・沖縄 私立 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入試…自己PR等の参考

九州・沖縄 私立 沖縄県 沖縄キリスト教短期大学 英語学科公募推薦入試…自己PR等の参考

九州・沖縄 私立 沖縄県 沖縄キリスト教短期大学 英語学科指定校推薦入試…自己PR等の参考

九州・沖縄 私立 沖縄県 沖縄キリスト教短期大学 英語学科ＡＯ入試…自己PR等の参考

○ ○

TOEFL Junior® のスコアを活用できる大学

○ ○

TOEFL Junior® テスト大学入試活用一覧

○

○

○ ○

○

○

○ ○

○
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