
活用方法

外部入試の取扱い 内容

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　芸術・スポー
ツビジネス専攻

総合型選抜 出願要件の一部 TOEFL Junior （Ｒ） Standard 745点以上

北海道 公立 北海道 公立千歳科学技術大学 理工学部 総合型選抜 自己PRなどの参考

北海道 公立 北海道 公立千歳科学技術大学 理工学部 学校推薦型選抜（公募制） 自己PRなどの参考

北海道 私立 北海道 北海道情報大学 全学部 総合型選抜 加点評価 書類審査にて加点評価

北海道 私立 北海道 北海道情報大学 全学部 学校推薦型選抜（指定校制） 加点評価 書類審査にて加点評価

北海道 私立 北海道 北海道情報大学 全学部 学校推薦型選抜（公募制） 加点評価 書類審査にて加点評価

北海道 私立 北海道 北海道情報大学 全学部 一般選抜 加点評価 試験の点数に加点評価

北海道 私立 北海道 北海道情報大学 全学部 その他 加点評価 大学入試共通テスト利用選抜の点数に加点評価

東北 私立 青森県 青森中央学院大学 経営法学部経営法学科 一般選抜 加点評価 調査書点として加点

東北 私立 青森県 青森中央学院大学 経営法学部経営法学科 総合型選抜 加点評価 調査書点として加点

東北 私立 青森県 青森中央学院大学 経営法学部経営法学科 学校推薦型選抜（指定校制） 加点評価 調査書点として加点

東北 私立 青森県 青森中央学院大学 経営法学部経営法学科 学校推薦型選抜（公募制） 加点評価 調査書点として加点

東北 私立 青森県 青森中央学院大学 経営法学部経営法学科 その他 加点評価 大学入学共通テスト利用　調査書点として加点

東北 私立 青森県 青森中央学院大学 経営法学部経営法学科 その他 加点評価 スポーツ特別選抜　調査書点として加点

東北 私立 青森県 青森中央学院大学 看護学部 一般選抜 加点評価 調査書点として加点

東北 私立 青森県 青森中央学院大学 看護学部 学校推薦型選抜（公募制） 加点評価 調査書点として加点

東北 私立 青森県 青森中央学院大学 看護学部 その他 加点評価 大学入学共通テスト利用　調査書点として加点

東北 私立 青森県 青森中央短期大学 食物栄養学科 一般選抜 加点評価 調査書点として加点

東北 私立 青森県 青森中央短期大学 食物栄養学科 総合型選抜 加点評価 調査書点として加点

東北 私立 青森県 青森中央短期大学 食物栄養学科 学校推薦型選抜（指定校制） 加点評価 調査書点として加点

東北 私立 青森県 青森中央短期大学 食物栄養学科 学校推薦型選抜（公募制） 加点評価 調査書点として加点

東北 私立 青森県 青森中央短期大学 食物栄養学科 その他 加点評価 大学入学共通テスト利用　調査書点として加点

東北 私立 青森県 青森中央短期大学 幼児保育学科 一般選抜 加点評価 調査書点として加点

東北 私立 青森県 青森中央短期大学 幼児保育学科 総合型選抜 加点評価 調査書点として加点

東北 私立 青森県 青森中央短期大学 幼児保育学科 学校推薦型選抜（指定校制） 加点評価 調査書点として加点

東北 私立 青森県 青森中央短期大学 幼児保育学科 学校推薦型選抜（公募型） 加点評価 調査書点として加点

東北 私立 青森県 青森中央短期大学 幼児保育学科 その他 加点評価 大学入学共通テスト利用　調査書点として加点

東北 私立 青森県 八戸工業大学 全学部全学科 総合型選抜 自己PRなどの参考 加点評価として考慮

東北 私立 宮城県 八戸工業大学 全学部全学科 学校推薦型選抜（指定校制） 自己PRなどの参考 加点評価として考慮

東北 私立 宮城県 石巻専修大学 全学部全学科 総合型選抜 自己PRなどの参考

東北 私立 宮城県 石巻専修大学 全学部全学科 学校推薦型選抜（指定校制） 自己PRなどの参考

東北 私立 宮城県 石巻専修大学 全学部全学科 学校推薦型選抜（公募制） 自己PRなどの参考

東北 私立 宮城県 東北工業大学 工学部 総合型選抜 加点評価

東北 私立 宮城県 東北工業大学 建築学部 総合型選抜 加点評価

東北 私立 宮城県 東北工業大学 ライフデザイン学部 総合型選抜 加点評価

東北 私立 宮城県 東北文化学園大学 工学部知能情報システム学科 学校推薦型選抜（公募制） その他 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 工学部建築環境学科 学校推薦型選抜（公募制） その他 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 総合型選抜 自己PRなどの参考

関東 国立 群馬県 群馬大学 全学部 学校推薦型選抜（公募制） その他 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 学校推薦型選抜（公募制） その他 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 群馬県　東京都
愛知県

東京福祉大学 社会福祉学部 一般選抜 加点評価 書類選考にて加点

関東 私立 群馬県　東京都
愛知県

東京福祉大学 社会福祉学部 総合型選抜 加点評価 書類選考にて加点

関東 私立 群馬県　東京都
愛知県

東京福祉大学 社会福祉学部 学校推薦型選抜（指定校制） 加点評価 書類選考にて加点

関東 私立 群馬県　東京都
愛知県

東京福祉大学 社会福祉学部 学校推薦型選抜（公募制） 加点評価 書類選考にて加点

関東 私立 群馬県　東京都
愛知県

東京福祉大学 保育児童学部 一般選抜 加点評価 書類選考にて加点

関東 私立 群馬県　東京都
愛知県

東京福祉大学 保育児童学部 総合型選抜 加点評価 書類選考にて加点

関東 私立 群馬県　東京都
愛知県

東京福祉大学 保育児童学部 学校推薦型選抜（指定校制） 加点評価 書類選考にて加点

関東 私立 群馬県　東京都
愛知県

東京福祉大学 保育児童学部 学校推薦型選抜（公募制） 加点評価 書類選考にて加点

関東 私立 群馬県　東京都
愛知県

東京福祉大学 教育学部 一般選抜 加点評価 書類選考にて加点

関東 私立 群馬県　東京都
愛知県

東京福祉大学 教育学部 総合型選抜 加点評価 書類選考にて加点

関東 私立 群馬県　東京都
愛知県

東京福祉大学 教育学部 学校推薦型選抜（指定校制） 加点評価 書類選考にて加点

関東 私立 群馬県　東京都
愛知県

東京福祉大学 教育学部 学校推薦型選抜（公募制） 加点評価 書類選考にて加点

関東 私立 群馬県　東京都
愛知県

東京福祉大学 心理学部 一般選抜 加点評価 書類選考にて加点

関東 私立 群馬県　東京都
愛知県

東京福祉大学 心理学部 総合型選抜 加点評価 書類選考にて加点

関東 私立 群馬県　東京都
愛知県

東京福祉大学 心理学部 学校推薦型選抜（指定校制） 加点評価 書類選考にて加点

関東 私立 群馬県　東京都
愛知県

東京福祉大学 心理学部 学校推薦型選抜（公募制） 加点評価 書類選考にて加点

関東 私立 群馬県 東京福祉大学短期大学部 こども学科 一般選抜 加点評価 書類選考にて加点

関東 私立 群馬県 東京福祉大学短期大学部 こども学科 総合型選抜 加点評価 書類選考にて加点

関東 私立 群馬県 東京福祉大学短期大学部 こども学科 学校推薦型選抜（指定校制） 加点評価 書類選考にて加点

関東 私立 群馬県 東京福祉大学短期大学部 こども学科 学校推薦型選抜（公募制） 加点評価 書類選考にて加点

関東 公立 群馬県 明和学園短期大学 生活学科 一般選抜 加点評価・その他 授業料減免制度

関東 公立 群馬県 明和学園短期大学 生活学科 総合型選抜 加点評価・その他 授業料減免制度

関東 公立 群馬県 明和学園短期大学 生活学科 学校推薦型選抜（指定校制） 加点評価・その他 授業料減免制度

関東 公立 群馬県 明和学園短期大学 生活学科 学校推薦型選抜（公募制） 加点評価・その他 授業料減免制度

関東 私立 埼玉県 浦和大学 こども学部　こども学科　学校教育学
科

総合型選抜 自己PRなどの参考

関東 私立 埼玉県 浦和大学 こども学部　こども学科　学校教育学
科

学校推薦型選抜（指定校制） 自己PRなどの参考

関東 私立 埼玉県 浦和大学 こども学部　こども学科　学校教育学
科

学校推薦型選抜（公募制） 自己PRなどの参考

関東 私立 埼玉県 浦和大学 社会学部　総合福祉学科　現代社会
学科

総合型選抜 自己PRなどの参考

関東 私立 埼玉県 浦和大学 社会学部　総合福祉学科　現代社会
学科

学校推薦型選抜（指定校制） 自己PRなどの参考

TOEFL Junior® Standard
大学入試活用一覧（2021年度入試情報）
TOEFL Junior®  Standard (ペーパーベース・2技能版)のスコアを入試に活用できる大学の一覧です
 (グローバル・コミュニケーション＆テスティングウェブサイト掲載情報　https://gc-t.jp/)。
都道府県別にご紹介しています。詳しい内容は各大学の入試要項や提供情報等を必ずご確認ください。
※(2020年10月1日の情報です)

TOEFL Junior ®　 Standardのスコアを活用できる大学

大学名エリア大学設置区分地域 学部学科 入試区分
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関東 私立 埼玉県 浦和大学 社会学部　総合福祉学科　現代社会
学科

学校推薦型選抜（公募制） 自己PRなどの参考

関東 私立 埼玉県 十文字学園女子大学 人間生活学部 総合型選抜 自己PRなどの参考

関東 私立 埼玉県 十文字学園女子大学 教育人文学部 総合型選抜 自己PRなどの参考

関東 私立 埼玉県 十文字学園女子大学 社会情報デザイン学部 総合型選抜 自己PRなどの参考

関東 私立 埼玉県 聖学院大学 全学部・学科 総合型選抜 自己PRなどの参考

関東 私立 埼玉県 日本工業大学 全学部全学科 総合型選抜 自己PRなどの参考 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 全学部全学科 学校推薦型選抜（指定校制） 自己PRなどの参考 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 全学部全学科 学校推薦型選抜（公募制） 自己PRなどの参考 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 全学部全学科 その他 自己PRなどの参考 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 ものつくり大学 技能工芸学部 一般選抜 その他 資格取得は評価項目の１つとして活用する

関東 私立 埼玉県 ものつくり大学 技能工芸学部 総合型選抜 その他 資格取得は評価項目の１つとして活用する

関東 私立 埼玉県 ものつくり大学 技能工芸学部 学校推薦型選抜（指定校制） その他 資格取得は評価項目の１つとして活用する

関東 私立 埼玉県 ものつくり大学 技能工芸学部 学校推薦型選抜（公募制） その他 資格取得は評価項目の１つとして活用する

関東 私立 千葉県 江戸川大学 全学部 総合型選抜 加点評価 CEFR対照表A2以上のレベルにて優遇

関東 私立 千葉県 江戸川大学 全学部 学校推薦型選抜（公募制） 加点評価 CEFR対照表A2以上のレベルにて優遇

関東 私立 千葉県 江戸川大学 全学部 学校推薦型選抜（指定校制） 加点評価 CEFR対照表A2以上のレベルにて優遇

関東 私立 千葉県 国際医療福祉大学 医学部 一般選抜 その他 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 その他 その他 大学入学共通テスト利用選抜　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 その他 その他 留学生特別選抜　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 その他 その他 帰国生および外国人学校卒業生特別選抜　参考程度に評価する

関東 私立 千葉県　栃木県　東京
都　神奈川県　福岡県 国際医療福祉大学 医学部を除く全学部 一般選抜 その他 参考程度に評価する

関東 私立 千葉県　栃木県　東京
都　神奈川県　福岡県 国際医療福祉大学 医学部を除く全学部 総合型選抜 その他 参考程度に評価する

関東 私立 千葉県　栃木県　東京
都　神奈川県　福岡県 国際医療福祉大学 医学部を除く全学部 学校推薦型選抜（指定校制） その他 参考程度に評価する

関東 私立 千葉県　栃木県　東京
都　神奈川県　福岡県 国際医療福祉大学 医学部を除く全学部 学校推薦型選抜（公募制） その他 参考程度に評価する

関東 私立 千葉県　栃木県　東京
都　神奈川県　福岡県 国際医療福祉大学 医学部を除く全学部 その他 その他 大学入学共通テスト利用選抜　参考程度に評価する

関東 私立 千葉県　栃木県　東京
都　神奈川県　福岡県 国際医療福祉大学 医学部を除く全学部 その他 その他 特待奨学生特別選抜　参考程度に評価する

関東 私立 千葉県　栃木県　東京
都　神奈川県　福岡県 国際医療福祉大学 医学部を除く全学部 その他 その他 帰国生徒特別選抜　参考程度に評価する

関東 私立 千葉県　栃木県　東京
都　神奈川県　福岡県 国際医療福祉大学 医学部を除く全学部 その他 その他 社会人特別選抜　参考程度に評価数る

関東 私立 千葉県　栃木県　東京
都　神奈川県　福岡県 国際医療福祉大学 医学部を除く全学部 その他 その他 留学生特別選抜　参考程度に評価する

関東 私立 千葉県 聖徳大学 児童学部児童学科 総合型選抜 自己PRなどの参考 自己アピールのひとつとして参考にする

関東 私立 千葉県 聖徳大学 心理・福祉学部心理学科／社会福祉学科 総合型選抜 自己PRなどの参考 自己アピールのひとつとして参考にする

関東 私立 千葉県 聖徳大学 文学部文学科 総合型選抜 自己PRなどの参考 自己アピールのひとつとして参考にする

関東 私立 千葉県 聖徳大学 人間栄養学部人間栄養学科 総合型選抜 自己PRなどの参考 自己アピールのひとつとして参考にする

関東 私立 千葉県 聖徳大学 看護学部看護学科 総合型選抜 自己PRなどの参考 自己アピールのひとつとして参考にする

関東 私立 千葉県 聖徳大学 音楽学部音楽学科 総合型選抜 自己PRなどの参考 自己アピールのひとつとして参考にする

関東 国立 東京都 お茶の水女子大学 全学部全学科（除　文教育学部芸術・
表現行動学科）

総合型選抜 自己PRなどの参考 出願書類「活動報告書」に記載可。

関東 私立 東京都 亜細亜大学 経営学部 その他 出願要件の一部 一芸一能推薦入試

関東 私立 東京都 亜細亜大学 経済学部 その他 出願要件の一部 一芸一能推薦入試

関東 私立 東京都 亜細亜大学 法学部 その他 出願要件の一部 一芸一能推薦入試

関東 私立 東京都 亜細亜大学 都市創造学部 その他 出願要件の一部 一芸一能推薦入試

関東 私立 東京都 国士舘大学 全学部 総合型選抜 出願要件の一部 出願基準の一つ

関東 私立 東京都 成蹊大学 全学部全学科 総合型選抜 自己PRなどの参考

関東 私立 東京都 聖心女子大学 現代教養学部 総合型選抜 自己PRなどの参考 アドミッション・オフィス方式　面接時に参考とする

関東 私立 東京都 聖心女子大学 現代教養学部 学校推薦型選抜（指定校制） 自己PRなどの参考 指定校推薦入学　面接時に参考とする

関東 私立 東京都 高千穂大学 全学部全学科 総合型選抜 自己PRなどの参考

関東 私立 東京都 高千穂大学 全学部全学科 学校推薦型選抜（指定校制） 自己PRなどの参考

関東 私立 東京都 高千穂大学 全学部全学科 学校推薦型選抜（公募制） 自己PRなどの参考

関東 私立 東京都 拓殖大学 商学部　経営学科／国際ビジネス学科／会
計学科 学校推薦型選抜（公募制） 加点評価として考慮 学校推薦型選抜（学業・高校生活評価方式）　書類審査にて評価

関東 私立 東京都 拓殖大学 商学部　経営学科／国際ビジネス学科／会
計学科 総合型選抜 自己PRなどの参考 面接時の参考

関東 私立 東京都 拓殖大学 政経学部　法律政治学科／経済学科 学校推薦型選抜（公募制） 加点評価として考慮 学校推薦型選抜（学業・高校生活評価方式）　書類審査にて評価

関東 私立 東京都 拓殖大学 政経学部　法律政治学科／経済学科 総合型選抜 自己PRなどの参考 面接時の参考

関東 私立 東京都 拓殖大学 外国語学部　英米語学科／中国語学科／ス
ペイン語学科／国際日本語学科 学校推薦型選抜（公募制） 加点評価として考慮 学校推薦型選抜（学業・高校生活評価方式）　書類審査にて評価

関東 私立 東京都 拓殖大学 外国語学部　英米語学科／中国語学科／ス
ペイン語学科／国際日本語学科 総合型選抜 自己PRなどの参考 面接時の参考

関東 私立 東京都 拓殖大学 国際学部　国際学科 学校推薦型選抜（公募制） 加点評価として考慮 学校推薦型選抜（学業・高校生活評価方式）　書類審査にて評価

関東 私立 東京都 拓殖大学 国際学部　国際学科 総合型選抜 自己PRなどの参考 面接時の参考

関東 私立 東京都 拓殖大学 工学部　機械システム工学科／電子システ
ム工学科／情報工学科／デザイン学科 学校推薦型選抜（公募制） 加点評価として考慮 学校推薦型選抜（学業・高校生活評価方式）　書類審査にて評価

関東 私立 東京都 拓殖大学 工学部　機械システム工学科／電子システ
ム工学科／情報工学科／デザイン学科 総合型選抜 自己PRなどの参考 面接時の参考

関東 私立 東京都 東京経済大学 現代法学部 自己推薦選抜 その他 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 総合型選抜 加点評価 総合型選抜入試

関東 私立 東京都 東京聖栄大学 健康栄養学部 総合型選抜 加点評価 総合型選抜入試（自己推薦型）

関東 私立 東京都 東京聖栄大学 健康栄養学部 学校推薦型選抜（指定校制） 加点評価 学校推薦型選抜入試（指定校制）

関東 私立 東京都 東京聖栄大学 健康栄養学部 学校推薦型選抜（公募制） 加点評価 学校推薦型選抜入試（公募制）

関東 私立 東京都 東京聖栄大学 健康栄養学部 学校推薦型選抜（公募制） 加点評価 学校推薦型選抜入試（専門学科・総合学科）

関東 私立 東京都 東京都市大学 全学部全学科 総合型選抜 自己PRなどの参考

関東 私立 東京都 日本医科大学 医学部医学科 一般選抜 自己PRなどの参考

関東 私立 東京都 日本医科大学 医学部医学科 総合型選抜 自己PRなどの参考

関東 私立 東京都 星薬科大学 薬学部 学校推薦型選抜（公募制） その他 英語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などの参考

関東 私立 東京都 武蔵大学 経済学部 AO入試 自己PRなどの参考 2021年度入試より特別選抜入試からAO入試に変更

関東 私立 東京都 武蔵大学 人文学部 AO入試 自己PRなどの参考

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などの参考

関東 私立 東京都 武蔵大学 社会学部 AO入試 自己PRなどの参考

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などの参考

関東 私立 東京都 明星大学 全学部全学科 総合型選抜 自己PRなどの参考 出願書類に記載が可能　自己PRなどの参考にする場合がある

関東 私立 東京都 明星大学 全学部全学科 学校推薦型選抜（指定校制） 自己PRなどの参考 出願書類に記載が可能　自己PRなどの参考にする場合がある

関東 私立 神奈川県 湘南工科大学 工学部全学科 一般選抜 自己PRなどの参考

関東 私立 神奈川県 湘南工科大学 工学部全学科 総合型選抜 自己PRなどの参考

関東 私立 神奈川県 湘南工科大学 工学部全学科 学校推薦型選抜（指定校制） 自己PRなどの参考
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関東 私立 神奈川県 湘南工科大学 工学部全学科 学校推薦型選抜（公募制） 自己PRなどの参考

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 その他 その他 資格を取得している場合はポイントとして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 その他 その他 資格を取得している場合はポイントとして付与する場合がある

北陸・甲信越 私立 富山県 富山短期大学 全学科 一般選抜 加点評価　 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 全学科 学校推薦型選抜（指定校制） 加点評価　 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 全学科 学校推薦型選抜（公募制） 加点評価　 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 全学科 総合型選抜 加点評価　 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 全学科 その他 加点評価　 書類審査上の加点評価として考慮

北陸・甲信越 私立 石川県 金沢学院大学 全学部全学科 一般選抜 その他 参考資料として活用

北陸・甲信越 私立 石川県 金沢学院大学 全学部全学科 総合型選抜 自己PRなどの参考 提出書類の「活動報告書」に記載項目あり

北陸・甲信越 私立 石川県 金沢学院大学 全学部全学科 学校推薦型選抜（指定校制） 自己PRなどの参考 面接や書類評価の参考

北陸・甲信越 私立 石川県 金沢学院大学 全学部全学科 学校推薦型選抜（公募制） 自己PRなどの参考 面接や書類評価の参考

北陸・甲信越 私立 石川県 金沢学院短期大学 全学科 一般選抜 その他 参考資料として活用

北陸・甲信越 私立 石川県 金沢学院短期大学 全学科 総合型選抜 自己PRなどの参考 提出書類の「活動報告書」に記載項目あり

北陸・甲信越 私立 石川県 金沢学院短期大学 全学科 学校推薦型選抜（指定校制） 自己PRなどの参考 面接や書類評価の参考

北陸・甲信越 私立 石川県 金沢学院短期大学 全学科 学校推薦型選抜（公募制） 自己PRなどの参考 面接や書類評価の参考

北陸・甲信越 私立 山梨県 山梨英和大学 人間文化学部 総合型選抜 自己PRなどの参考 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 学校推薦型選抜（指定校制） 自己PRなどの参考 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 学校推薦型選抜（公募制） 自己PRなどの参考 面接における自己PRなどの参考に

北陸・甲信越 国立 長野県 信州大学 経法学部応用経済学科 学校推薦型選抜（公募制） 出願要件の一部 （語学）実用英語技能検定準１級以上又はその他の外国語の検定試験等でこれと同等の成績

北陸・甲信越 国立 長野県 信州大学 経法学部総合法律学科 学校推薦型選抜（公募制） 出願要件の一部 （語学）実用英語技能検定準１級以上又はその他の外国語の検定試験等でこれと同等の成績

東海 私立 静岡県 浜松学院大学 全学部 総合型選抜 自己PRなどの参考

東海 国立 愛知県 名古屋工業大学 工学部第一部　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）

学校推薦型選抜（公募制）） 出願要件の一部

東海 私立 愛知県 愛知学院大学 健康栄養学科・経済学科・医療薬学科以外
の全学科

総合型選抜 自己PRなどの参考 ＡＯ入試においての自己アピール資料の１つとして判断する

東海 私立 愛知県 愛知学院大学短期大学部 歯科衛生学科 総合型選抜 自己PRなどの参考 ＡＯ入試においての自己アピール資料の１つとして判断する

東海 私立 愛知県 愛知学泉大学 家政学部 総合型選抜 自己PRなどの参考

東海 私立 愛知県 愛知学泉大学 家政学部 学校推薦型選抜（公募制） 加点評価 独自に点数化

東海 私立 愛知県 愛知学泉短期大学 全学科 総合型選抜 自己PRなどの参考

東海 私立 愛知県 愛知学泉短期大学 全学科 学校推薦型選抜（公募制） 加点評価 独自に点数化

東海 私立 愛知県 至学館大学 健康科学部 総合型選抜 自己PRなどの参考

東海 私立 愛知県 至学館大学 健康科学部 学校推薦型選抜（指定校制） 自己PRなどの参考

東海 私立 愛知県 至学館大学 健康科学部 学校推薦型選抜（公募制） 自己PRなどの参考

東海 私立 愛知県 至学館大学短期大学部 体育学科 総合型選抜 自己PRなどの参考

東海 私立 愛知県 至学館大学短期大学部 体育学科 学校推薦型選抜（指定校制） 自己PRなどの参考

東海 私立 愛知県 至学館大学短期大学部 体育学科 学校推薦型選抜（公募制） 自己PRなどの参考

東海 私立 愛知県 修文大学短期大学部 生活文化学科 総合型選抜 自己PRなどの参考

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 総合型選抜 自己PRなどの参考

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 総合型選抜 自己PRなどの参考

東海 私立 愛知県 豊橋創造大学 保健医療学部　理学療法学科 一般選抜 加点評価 全ての入試において調査書に記載されている場合、点数によって加点いたします。

東海 私立 愛知県 豊橋創造大学 保健医療学部　理学療法学科 総合型選抜 加点評価 全ての入試において調査書に記載されている場合、点数によって加点いたします。

東海 私立 愛知県 豊橋創造大学 保健医療学部　理学療法学科 学校推薦型選抜（指定校制） 加点評価 全ての入試において調査書に記載されている場合、点数によって加点いたします。

東海 私立 愛知県 豊橋創造大学 保健医療学部　理学療法学科 学校推薦型選抜（公募制） 加点評価 全ての入試において調査書に記載されている場合、点数によって加点いたします。

東海 私立 愛知県 豊橋創造大学 保健医療学部　看護学科 一般選抜 加点評価 全ての入試において調査書に記載されている場合、点数によって加点いたします。

東海 私立 愛知県 豊橋創造大学 保健医療学部　看護学科 学校推薦型選抜（指定校制） 加点評価 全ての入試において調査書に記載されている場合、点数によって加点いたします。

東海 私立 愛知県 豊橋創造大学 保健医療学部　看護学科 学校推薦型選抜（公募制） 加点評価 全ての入試において調査書に記載されている場合、点数によって加点いたします。

東海 私立 愛知県 豊橋創造大学 経営学部　経営学科 一般選抜 加点評価 全ての入試において調査書に記載されている場合、点数によって加点いたします。

東海 私立 愛知県 豊橋創造大学 経営学部　経営学科 総合型選抜 加点評価 全ての入試において調査書に記載されている場合、点数によって加点いたします。

東海 私立 愛知県 豊橋創造大学 経営学部　経営学科 学校推薦型選抜（指定校制） 加点評価 全ての入試において調査書に記載されている場合、点数によって加点いたします。

東海 私立 愛知県 豊橋創造大学 経営学部　経営学科 学校推薦型選抜（公募制） 加点評価 全ての入試において調査書に記載されている場合、点数によって加点いたします。

東海 私立 愛知県 豊橋創造大学短期大学部 幼児教育・保育科 一般選抜 加点評価 全ての入試において調査書に記載されている場合、点数によって加点いたします。

東海 私立 愛知県 豊橋創造大学短期大学部 幼児教育・保育科 総合型選抜 加点評価 全ての入試において調査書に記載されている場合、点数によって加点いたします。

東海 私立 愛知県 豊橋創造大学短期大学部 幼児教育・保育科 学校推薦型選抜（指定校制） 加点評価 全ての入試において調査書に記載されている場合、点数によって加点いたします。

東海 私立 愛知県 豊橋創造大学短期大学部 幼児教育・保育科 学校推薦型選抜（公募制） 加点評価 全ての入試において調査書に記載されている場合、点数によって加点いたします。

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 一般選抜 加点評価 全ての入試において調査書に記載されている場合、点数によって加点いたします。

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 総合型選抜 加点評価 全ての入試において調査書に記載されている場合、点数によって加点いたします。

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 学校推薦型選抜（指定校制） 加点評価 全ての入試において調査書に記載されている場合、点数によって加点いたします。

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 学校推薦型選抜（公募制） 加点評価 全ての入試において調査書に記載されている場合、点数によって加点いたします。

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 総合型選抜 自己PRなどの参考 総合型選抜（AO）

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 総合型選抜 自己PRなどの参考 総合型選抜（自己推薦）

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 総合型選抜 自己PRなどの参考 総合型選抜（AO）

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 総合型選抜 自己PRなどの参考 総合型選抜（自己推薦）

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 総合型選抜 自己PRなどの参考 総合型選抜（AO）

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 総合型選抜 自己PRなどの参考 総合型選抜（自己推薦）

近畿 私立 京都府 京都外国語大学 外国語学部 総合型選抜 出願要件の一部 AO自己推薦型入学試験（専願）にて基礎資格の一つとして採用

近畿 私立 京都府 京都外国語大学 外国語学部 総合型選抜 出願要件の一部 AO英語検定型入学試験（専願・併願）にてスコアに応じて100点を満点に点数化を行う

近畿 私立 京都府 京都外国語大学 外国語学部 一般選抜 出願要件の一部 大学Ａ日程検定プラス1教科型・2教科型にて採用

近畿 私立 京都府 京都外国語大学 外国語学部 その他 出願要件の一部 海外帰国生徒入学試験

近畿 私立 京都府 京都外国語大学 外国語学部 その他 出願要件の一部 社会人入学試験

近畿 私立 京都府 京都外国語大学 外国語学部　日本語学科 その他 出願要件の一部 外国人学生入学試験

近畿 私立 京都府 京都外国語大学 外国語学部 その他 出願要件の一部 一般編入学試験

近畿 私立 京都府 京都外国語大学 国際貢献学部 総合型選抜 出願要件の一部 AO自己推薦型入学試験（専願）にて基礎資格の一つとして採用

近畿 私立 京都府 京都外国語大学 国際貢献学部 総合型選抜 出願要件の一部 AO英語検定型入学試験（専願・併願）にてスコアに応じて100点を満点に点数化を行う

近畿 私立 京都府 京都外国語大学 国際貢献学部 一般選抜 出願要件の一部 大学Ａ日程検定プラス1教科型・2教科型にて採用

近畿 私立 京都府 京都外国語大学 国際貢献学部 その他 出願要件の一部 海外帰国生徒入学試験

近畿 私立 京都府 京都外国語大学 国際貢献学部 その他 出願要件の一部 社会人入学試験

近畿 私立 京都府 京都外国語大学 国際貢献学部
グローバルスタディーズ学科

その他 出願要件の一部 外国人学生入学試験

近畿 私立 京都府 京都外国語大学 国際貢献学部
グローバル観光学科

その他 出願要件の一部 外国人学生入学試験

近畿 私立 京都府 京都外国語大学 国際貢献学部 その他 出願要件の一部 一般編入学試験
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活用方法

外部入試の取扱い 内容

近畿 私立 京都府 京都外国語短期大学 キャリア英語科 総合型選抜 出願要件の一部 AO自己推薦型入学試験（専願）にて基礎資格の一つとして採用

近畿 私立 京都府 京都外国語短期大学 キャリア英語科 総合型選抜 出願要件の一部 AO英語検定型入学試験（専願・併願）にてスコアに応じて100点を満点に点数化を行う

近畿 私立 京都府 京都外国語短期大学 キャリア英語科 その他 出願要件の一部 社会人入学試験

近畿 私立 京都府 京都光華女子大学 全学部 総合型選抜 自己PRなどの参考

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 総合型選抜 自己PRなどの参考

近畿 私立 京都府 京都女子大学 全学部・全学科 総合型選抜 自己PRなどの参考 必須ではないがスコアを参考とする場合がある

近畿 私立 京都府 京都先端科学大学 経済経営学部 総合型選抜 その他 外国語の能力に関して高い評価を受けている場合は総合評価に加味します

近畿 私立 京都府 京都先端科学大学 人文学部 総合型選抜 その他 外国語の能力に関して高い評価を受けている場合は総合評価に加味します

近畿 私立 京都府 京都先端科学大学 バイオ環境学部 総合型選抜 その他 外国語の能力に関して高い評価を受けている場合は総合評価に加味します

近畿 私立 京都府 京都先端科学大学 健康医療学部 総合型選抜 その他 外国語の能力に関して高い評価を受けている場合は総合評価に加味します

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 総合型入試 自己PRなどの参考 総合型入試

近畿 私立 京都府 平安女学院大学 国際観光学部 総合型選抜 自己PRなどの参考

近畿 私立 大阪府 平安女学院大学 子ども教育学部 総合型選抜 自己PRなどの参考

近畿 私立 大阪府 帝塚山学院大学 全学科 総合型選抜 自己PRなどの参考 参考資料として利用

近畿 私立 兵庫県 甲子園短期大学 生活環境学科 一般選抜
出願要件の一部・学科試
験免除

選考方式に資格方式があり現在17項目を指定、18番目にそのほか上記資格に準ずるものという項目があり、
それに該当するものとして扱っている。当該資格を証明する書類（コピー）と面接及び調査書で合否を判定する

近畿 私立 兵庫県 甲子園短期大学 生活環境学科 学校推薦型選抜（公募制）
出願要件の一部・学科試
験免除

選考方式に資格方式があり現在17項目を指定、18番目にそのほか上記資格に準ずるものという項目があり、
それに該当するものとして扱っている。当該資格を証明する書類（コピー）と面接及び調査書で合否を判定する

近畿 私立 兵庫県 甲子園短期大学 幼児教育保育学科 一般選抜
出願要件の一部・学科試
験免除

選考方式に資格方式があり現在17項目を指定、18番目にそのほか上記資格に準ずるものという項目があり、
それに該当するものとして扱っている。当該資格を証明する書類（コピー）と面接及び調査書で合否を判定する

近畿 私立 兵庫県 甲子園短期大学 幼児教育保育学科 学校推薦型選抜（公募制）
出願要件の一部・学科試
験免除

選考方式に資格方式があり現在17項目を指定、18番目にそのほか上記資格に準ずるものという項目があり、
それに該当するものとして扱っている。当該資格を証明する書類（コピー）と面接及び調査書で合否を判定する

近畿 私立 兵庫県 神戸学院大学 人文学部人文学科 総合型選抜 その他 書類審査の際加点対象となる場合がある

近畿 私立 兵庫県 神戸学院大学 心理学部心理学科 総合型選抜 その他 書類審査の際加点対象となる場合がある

近畿 私立 兵庫県 神戸学院大学 グローバル・コミュニケーション学部英語コー
ス

総合型選抜 その他 書類審査の際加点対象となる場合がある

近畿 私立 兵庫県 神戸学院大学 グローバル・コミュニケーション学部中国語
コース

総合型選抜 その他 書類審査の際加点対象となる場合がある

近畿 私立 兵庫県 神戸学院大学 総合リハビリテーション学部社会リハビリ
テーション学科

総合型選抜 その他 書類審査の際加点対象となる場合がある

近畿 私立 兵庫県 産業技術短期大学 全学科 学校推薦型選抜（公募制） 自己PRなどの参考

近畿 私立 奈良県 奈良大学 全学部全学科 学校推薦型選抜（公募制） 自己PRなどの参考

近畿 私立 奈良県 奈良大学 全学部全学科 総合型選抜 自己PRなどの参考 総合型入試は旧AO入試

近畿 私立 和歌山県 和歌山信愛女子短期大学 保育科 一般選抜 加点評価・学科試験免除

近畿 私立 和歌山県 和歌山信愛女子短期大学 保育科 学校推薦型選抜（公募制） 加点評価・学科試験免除

近畿 私立 和歌山県 和歌山信愛女子短期大学 生活文化学科 一般選抜 加点評価・学科試験免除

近畿 私立 和歌山県 和歌山信愛女子短期大学 生活文化学科 学校推薦型選抜（公募制） 加点評価・学科試験免除

中国・四国 国立 島根県 島根大学 人間科学部人間科学科 総合型選抜 自己PRなどの参考
総合型選抜Ⅱ　出願書類（志望理由書）TOEFLスコア等記載可　基本的には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（一般型で第１次選考を実施した場合）

中国・四国 私立 岡山県 山陽学園大学 総合人間学部 一般選抜 その他 調査書に記載があれば評価に含めることがある。

中国・四国 私立 岡山県 山陽学園大学 総合人間学部 総合型選抜 その他 調査書に記載があれば評価に含めることがある。

中国・四国 私立 岡山県 山陽学園大学 総合人間学部 学校推薦型選抜（指定校制） その他 調査書に記載があれば評価に含めることがある。

中国・四国 私立 岡山県 山陽学園大学 総合人間学部 学校推薦型選抜（公募制） その他 調査書に記載があれば評価に含めることがある。

中国・四国 私立 岡山県 山陽学園大学 地域マネジメント学部 一般選抜 その他 調査書に記載があれば評価に含めることがある。

中国・四国 私立 岡山県 山陽学園大学 地域マネジメント学部 総合型選抜 その他 調査書に記載があれば評価に含めることがある。

中国・四国 私立 岡山県 山陽学園大学 地域マネジメント学部 学校推薦型選抜（指定校制） その他 調査書に記載があれば評価に含めることがある。

中国・四国 私立 岡山県 山陽学園大学 地域マネジメント学部 学校推薦型選抜（公募制） その他 調査書に記載があれば評価に含めることがある。

中国・四国 私立 岡山県 山陽学園大学 看護学部 一般選抜 その他 調査書に記載があれば評価に含めることがある。

中国・四国 私立 岡山県 山陽学園大学 看護学部 総合型選抜 その他 調査書に記載があれば評価に含めることがある。

中国・四国 私立 岡山県 山陽学園大学 看護学部 学校推薦型選抜（指定校制） その他 調査書に記載があれば評価に含めることがある。

中国・四国 私立 岡山県 山陽学園大学 看護学部 学校推薦型選抜（公募制） その他 調査書に記載があれば評価に含めることがある。

中国・四国 私立 岡山県 山陽学園短期大学 健康栄養学科 一般選抜 その他 調査書に記載があれば評価に含めることがある。

中国・四国 私立 岡山県 山陽学園短期大学 健康栄養学科 総合型選抜 その他 調査書に記載があれば評価に含めることがある。

中国・四国 私立 岡山県 山陽学園短期大学 健康栄養学科 学校推薦型選抜（指定校制） その他 調査書に記載があれば評価に含めることがある。

中国・四国 私立 岡山県 山陽学園短期大学 健康栄養学科 学校推薦型選抜（公募制） その他 調査書に記載があれば評価に含めることがある。

中国・四国 私立 岡山県 山陽学園短期大学 こども育成学科 一般選抜 その他 調査書に記載があれば評価に含めることがある。

中国・四国 私立 岡山県 山陽学園短期大学 こども育成学科 総合型選抜 その他 調査書に記載があれば評価に含めることがある。

中国・四国 私立 岡山県 山陽学園短期大学 こども育成学科 学校推薦型選抜（指定校制） その他 調査書に記載があれば評価に含めることがある。

中国・四国 私立 岡山県 山陽学園短期大学 こども育成学科 学校推薦型選抜（公募制） その他 調査書に記載があれば評価に含めることがある。

中国・四国 私立 広島県 広島経済大学 全学部 学校推薦型選抜（公募制） 出願要件の一部

中国・四国 国立 香川県 香川大学 医学部医学科 その他 出願要件の一部 総合して選抜

中国・四国 国立 香川県 香川大学 創造工学部 その他 出願要件の一部 総合して選抜

中国・四国 国立 香川県 香川大学 農学部 その他 出願要件の一部 総合して選抜

中国・四国 国立 高知県 高知大学 医学部医学科 総合型選抜 その他 総合的に評価する。必須ではない。

中国・四国 国立 高知県 高知大学 理工学部地球環境防災学科 学校推薦型選抜（公募制） その他 口頭試問を含む面接の資料とする。必須ではない。

中国・四国 国立 高知県 高知大学 理工学部数学物理学科理科受験 学校推薦型選抜（公募制） その他 口頭試験を含む面接の資料とする。必須ではない。

中国・四国 国立 高知県 高知大学 理工学部地球環境防災学科 総合型選抜 その他 面接の資料とする。必須ではない。

九州・沖縄 国立 宮崎県 宮崎大学 工学部 一般選抜 その他 TOEFL Junior （Ｒ）で730点以上のスコアを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 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 総合型選抜 自己PRなどの参考 総合型選抜（A日程）（B日程）

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 学校推薦型選抜（指定校制） 自己PRなどの参考 学校推薦型選抜（タイプ１）

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 学校推薦型選抜（公募制） 自己PRなどの参考 学校推薦型選抜（タイプ２）、特別推薦型選抜（タイプ３）（タイプ４）

九州・沖縄 私立 沖縄県 沖縄キリスト教短期大学 英語科 総合型選抜 自己PRなどの参考 総合型選抜（A日程）（B日程）

九州・沖縄 私立 沖縄県 沖縄キリスト教短期大学 英語科 学校推薦型選抜（指定校制） 自己PRなどの参考 学校推薦型選抜（タイプ１）

九州・沖縄 私立 沖縄県 沖縄キリスト教短期大学 英語科 学校推薦型選抜（公募制） 自己PRなどの参考 学校推薦型選抜（タイプ２）、特別推薦型選抜（タイプ３）（タイプ４）

TOEFL Junior ®　 Standardのスコアを活用できる大学

地域 大学設置区分 エリア 大学名 学部学科 入試区分

4/4


