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No
設立
区分

都道府県 大学・短大名 学部・学科 入試区分
優遇措置
の種類

備   考

1 国立 北海道 小樽商科大学 商学部全学科 推薦 その他 合否判定の際に考慮する場合もある。

2 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 その他
対象級は特に指定なし。自己PRのポ
イントとして参考にする。

3 私立 北海道 旭川大学
経済学部経営経済学科/保健福祉学
部コミュニティ福祉学科

AO その他 対象級は特に指定なし。

4 私立 北海道 旭川大学短期大学部 生活学科/幼児教育学科 自己推薦 その他 対象級は特に指定なし。

5 私立 北海道 星槎道都大学 社会福祉学部/経営学部/美術学部 自己推薦 出願条件
対象級は特に指定なし。自己PRのポ
イントとして評価する。

6 私立 北海道 千歳科学技術大学 理工学部 推薦 出願条件
公募推薦入試の出願条件の1つとし
て。対象級は特に指定なし。

7 私立 北海道 北翔大学 全学部全学科
AO・自己推
薦

その他
対象級は特に指定なし。自己PRのポ
イントとして参考にする。

8 私立 北海道 北翔大学短期大学部 全学部全学科
AO・自己推
薦

その他
対象級は特に指定なし。自己PRのポ
イントとして参考にする。

9 私立 北海道 北海道医療大学 全学部全学科 AO その他
自己PRのポイントとして参考にする。
対象級は特に指定なし。

10 私立 北海道 北海道情報大学 全学部全学科 推薦 その他 対象級は特に指定なし。

11 私立 北海道 北海道文教大学 外国語学部国際言語学科 AO その他
提出書類を総合的に判断し、自己PR
として参考にする。

12 私立 北海道 酪農学園大学 農食環境学群全学類
一般推薦・
産業振興特
別推薦

点数加算 対象級は特に指定なし。

13 公立 青森県 青森公立大学
経営経済学部経営学科/経済学科/
地域みらい学科

AO・推薦 その他 対象級は特に指定なし。

14 私立 青森県 青森中央学院大学
経営法学部経営法学科/看護学部看
護学科

経営法学部
は「AO・推
薦」、看護
学部は「公
募制推薦」

その他 対象級は特に指定なし。

15 私立 青森県 青森中央短期大学 食物栄養学科/幼児保育学科 推薦 その他 対象級は特に指定なし。
16 私立 青森県 八戸工業大学 工学部感性デザイン学部全学科 AO･推薦 その他 対象級は特に指定なし
17 私立 岩手県 富士大学 経済学部経済学科/経営法学科 AO その他 対象級は特に指定なし。
18 私立 宮城県 石巻専修大学 全学部全学科 AO・推薦 その他 対象級は特に指定なし。

19 私立 宮城県 尚絅学院大学
総合人間科学部表現文化学科/人間
心理学科/現代社会学科/環境構想
学科

AO その他 対象級は特に指定なし。

20 私立 宮城県 東北学院大学 全学部全学科 AO その他 対象級は特に指定なし。

21 私立 宮城県 東北工業大学 工学部/ライフデザイン学部 AO その他
評価の参考とする。対象級は特に指
定なし。

22 私立 宮城県 東北福祉大学 全学部全学科 AO・推薦 その他
出願書類の一部に免許等の欄がある
ので、記載があれば参考とする。対象
級は特に指定なし。

23 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
/建築環境学科

一般推薦 点数加算 対象級は特に指定なし。

24 私立 山形県 東北公益文科大学 公益学部公益学科
AO・推薦・
ギャップイ
ヤー

点数加算 対象級は特に指定なし。

25 私立 福島県 いわき明星大学 全学部全学科 AO・推薦 点数加算 対象級は特に指定なし。
26 私立 福島県 福島学院大学 福祉学部福祉心理学科/こども学科 AO その他 対象級は特に指定なし。

27 私立 福島県
福島学院大学短期大
学部

保育科第一部/食物栄養科/情報ビジ
ネス科

AO その他 対象級は特に指定なし。

28 私立 茨城県 流通経済大学

経済学部経済学科/経営学科/社会
学部社会学科/国際観光学科/流通
情報学部流通情報学科/法学部ビジ
ネス法学科/自治行政学科

自己推薦
学科試験
免除

2級以上は作文の試験を免除する。

29 私立 栃木県 国際医療福祉大学 全学部全学科

AO・推薦(医
学部を除く)
全入試区分
（医学部医
学科のみ）

その他 対象級は特に指定なし。

30 私立 栃木県 作新学院大学 経営学部/人間文化学部 AO・推薦 判定優遇
対象級は特に指定なし。取得資格の
申告がある場合、合否判定に際して考
慮する。

31 私立 栃木県
作新学院大学女子短
期大学部

幼児教育科 推薦 その他
対象級は特に指定なし。自己PRのポ
イントとして評価する。

32 国立 群馬県 群馬大学 全学部全学科 推薦 その他 対象級は特に指定なし。
33 公立 群馬県 群馬県立女子大学 文学部/国際コミュニケーション学部 AO・転編入 その他 対象級は特に指定なし。

34 公立 群馬県 高崎経済大学 地域政策学部 推薦 その他
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。

35 私立 群馬県 群馬医療福祉大学 全学部 AO・推薦 その他 対象級は特に指定なし。

36 私立 群馬県
群馬医療福祉大学短
期大学部

全学科 AO･推薦 その他 対象級は特に指定なし。

37 私立 群馬県 高崎健康福祉大学 全学部全学科 AO・推薦 その他 対象級は特に指定なし。

38 私立 群馬県 高崎商科大学 商学部経営学科/会計学科 AO その他
対象級は特に指定なし。自己PRのポ
イントとして考慮する。

39 私立 群馬県
高崎商科大学短期大
学部

現代ビジネス学科 AO その他
対象級は特に指定なし。自己PRのポ
イントとして考慮する。
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No
設立
区分

都道府県 大学・短大名 学部・学科 入試区分
優遇措置
の種類

備   考

40 私立 埼玉県 浦和大学 全学部全学科 AO その他
対象級は特に指定なし。自己アピール
として考慮する。

41 私立 埼玉県 浦和大学短期大学部 全学部全学科 AO その他
対象級は特に指定なし。自己アピール
として考慮する。

42 私立 埼玉県 共栄大学 国際経営学部国際経営学科 推薦
学科試験
免除

3級以上を対象とする。出願時には合
格証明書の写しを提出する。

43 私立 埼玉県 城西大学
経済学部経済学科/経営学部マネジ
メント学科/現代政策学部社会経済シ
ステム学科

AO その他 対象級は特に指定なし。

44 私立 埼玉県 城西短期大学 ビジネス総合学科 AO その他 対象級は特に指定なし。
45 私立 埼玉県 駿河台大学 全学部全学科 AO 点数加算 対象級は特に指定なし。

46 私立 埼玉県 東京国際大学
国際関係学部国際関係学科/国際メ
ディア学科

AO 出願条件
対象級は３級以上を対象とする。「資
格者ＡＯ入試」の出願資格のうちの1
つ。

47 私立 埼玉県 日本工業大学
建築学部建築学科建築コース/建築
学部建築学科生活環境デザインコー
ス

AO・推薦 その他 平成30年4月に学部・学科改編。

48 私立 埼玉県 日本薬科大学
薬学部薬学科/医療ビジネス薬科学
科

AO 判定優遇 対象級は特に指定なし。

49 私立 埼玉県 平成国際大学 法学部
AO・公募制
推薦

その他
対象級は特に指定なし。AO入試の場
合はアピールのひとつとし、公募制推
薦の場合は得点加算とする。

50 私立 埼玉県 ものつくり大学 総合機械学科/建築学科 AO その他
最終面談のテーマにできる。対象級は
特に指定なし。

51 私立 千葉県 愛国学園大学 人間文化学部 推薦 その他
出願資格の推薦要件の1つとして評価
する。

52 私立 千葉県 江戸川大学
社会学部/メディアコミュニケーション
学部

AO･推薦
点数加算
判定優遇

対象級は特に指定なし。自己PRのポ
イントとして評価する。

53 私立 千葉県 川村学園女子大学 全学部全学科 AO・推薦 その他 自己PRのポイントとして参考にする。
54 私立 千葉県 敬愛大学 経済学部全学科/国際学部全学科 AO その他 対象級は特に指定なし。

55 私立 千葉県 聖徳大学

児童学部児童学科/心理・福祉学部
心理学科/社会福祉学科/文学部文
学科/人間栄養学部人間栄養学科/
看護学部看護学科/音楽学部演奏学
科/音楽総合学科

AO・推薦 その他
対象級は特に指定なし。自己PRのポ
イントとして参考にする。看護学部はＡ
Ｏ入試を実施しない。

56 私立 千葉県 聖徳大学短期大学部
保育科第一部（昼間/2年間）/保育科
第二部（夜間/3年間）/総合文化学科

AO・推薦 その他
対象級は特に指定なし。自己PRのポ
イントとして参考にする。

57 私立 千葉県 清和大学 法学部法律学科
AO・推薦・
一般

その他 対象級は特に指定なし。

58 私立 千葉県 千葉経済大学 経済学部経済学科/経営学科 AO・推薦 判定優遇 対象級は特に指定なし。
59 私立 千葉県 千葉工業大学 全学部全学科 AO その他 対象級は特に指定なし。

60 私立 千葉県 千葉商科大学 全学部全学科 AO・推薦 その他
対象級は特に指定なし。自己PRとして
評価する。

61 私立 千葉県 中央学院大学 商学部/法学部/現代教養学部 推薦 点数加算
3級以上を対象とする。公募制推薦の
み。

62 私立 千葉県 東京基督教大学 全学部
AO・推薦・
一般

その他
自己アピール材料として使用できる、
または参考資料とする。

63 私立 千葉県 東京成徳大学
応用心理学部健康・スポーツ心理学
科

AO・推薦 その他 ３級以上加点。

64 私立 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・
一般・その
他（スポー
ツ・文化活
動・企業推
薦・生涯学
習型社会
人）

その他
書類審査または面接の際に参考とす
る場合がある。

65 私立 千葉県 麗澤大学 経済学部経済学科/経営学科 AO その他 対象級は特に指定なし。
66 国立 東京都 お茶の水女子大学 全学部全学科 AO その他 対象級は特に指定なし。

67 私立 東京都 亜細亜大学
経営学部（経営学科）/経済学部/法
学部/都市創造学部

一芸一能推
薦入試

出願条件

68 私立 東京都 杏林大学 外国語学部観光交流文化学科 推薦
出願条件
その他

推薦入試（資格取得者制）に適用。対
象級は3級以上。

69 私立 東京都 慶應義塾大学
理工学部/総合政策学部/環境情報
学部/看護医療学部/文学部/法学部

AO その他
対象級は特に指定なし。自己ＰＲのポ
イントとして参考にする。

70 私立 東京都 恵泉女学園大学 全学部全学科 AO・推薦 その他 対象級は特に指定なし。

71 私立 東京都 國學院大學
文学部（日本文学科/哲学科を除く）/
経済学部/神道文化学部/人間開発
学部

公募制自己
推薦（AO
型）

その他 提出書類の添付資料として。

72 私立 東京都 国際短期大学 国際コミュニケーション学科 AO 判定優遇 対象級は特に指定なし。

73 私立 東京都 国士舘大学
政経学部/体育学部/理工学部/法学
部/文学部/2１世紀アジア学部/経営
学部

AO 出願条件

対象級は特に指定なし。出願基準の
ひとつ。高等学校等在学期間に各種
資格・検定を取得あるいは合格した
者。

74 私立 東京都 駒沢女子大学 人間総合学群 AO その他
対象級は特に指定なし。AO入試のエ
ントリーシートに記載があれば参考に
する。
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No
設立
区分

都道府県 大学・短大名 学部・学科 入試区分
優遇措置
の種類

備   考

75 私立 東京都 駒沢女子短期大学 保育科 AO その他
対象級は特に指定なし。AO入試のエ
ントリーシートに記載があれば参考に
する。

76 私立 東京都 駒澤大学 文学部英米文学科/歴史学科 一般推薦 出願条件

対象級は特に指定なし。入試要項に
は明記されていないが、出願書類に記
載があった場合は自己PRのポイントと
して参考にする。可能性あり。

77 私立 東京都 実践女子大学 全学部全学科 AO・推薦 その他
対象級は特に指定なし。書類審査の
際に参考とする。

78 私立 東京都
実践女子大学短期大
学部

全学科 AO・推薦 その他
対象級は特に指定なし。書類審査の
際に参考とする。

79 私立 東京都 上智大学 全学部全学科 推薦 その他
対象級は特に指定なし。公募制推薦
入試において自己アピールの1つとし
て参考にする。

80 私立 東京都 杉野服飾大学 服飾学部服飾学科 AO・推薦 その他
対象級は特に指定なし。出願書類の
資格取得欄に記載があれば参考資料
とする。

81 私立 東京都
杉野服飾大学短期大
学部

服飾学科 AO・推薦 その他
対象級は特に指定なし。出願書類の
資格取得欄に記載があれば参考資料
とする。

82 私立 東京都 成蹊大学 全学部全学科 AO その他
対象級は特に指定なし。自己PRのポ
イントとして参考にする。

83 私立 東京都 聖心女子大学 文学部 AO その他 対象級は特に指定なし。
84 私立 東京都 清泉女子大学 文学部全学科 AO その他 対象級は特に指定なし。

85 私立 東京都 大東文化大学 全学部全学科
その他（自
己推薦入
試）

その他 自己PRのポイントとして参考にする。

86 私立 東京都 高千穂大学 全学部全学科 AO･推薦 その他 対象級は特に指定なし。
87 私立 東京都 拓殖大学 全学部全学科 AO・推薦 点数加算 評価する場合がある。

88 私立 東京都 中央大学 法学部 自己推薦 その他
対象級は特に指定なし。自己PRのポ
イントとして参考にする場合がある。

89 私立 東京都 帝京科学大学 全学部全学科
AO・推薦・
一般

その他 対象級は特に指定なし。

90 私立 東京都 東京家政大学 全学部全学科 推薦 その他
対象級は特に指定なし。書類審査時、
資格・検定に努力したことを考慮する。

91 私立 東京都
東京家政大学短期大
学部

全学部全学科 推薦 その他
対象級は特に指定なし。書類審査時、
資格・検定に努力したことを考慮する。

92 私立 東京都 東京都市大学 全学部全学科（工学部除く） AO その他 対象級は特に指定なし。
93 私立 東京都 東洋学園大学 全学部全学科 全て 判定優遇 対象級は特に指定なし。

94 私立 東京都 東洋大学

文学部/経済学部/経営学部/法学部
/社会学部/国際学部/国際観光学部
/情報連携学部/ライフデザイン学部/
理工学部/総合情報学部/生命科学
部/食環境科学部

推薦 その他
対象級は特に指定なし。自己PRのポ
イントとして評価する。

95 私立 東京都 文化学園大学 全学部全学科
AO・推薦・
一般・セン
ター・3月期

その他
対象級は特に指定なし。自己PRのポ
イントとして参考にする場合がある。

96 私立 東京都 文京学院大学 人間学部 推薦 出願条件 2級以上を対象とする。

97 私立 東京都 法政大学 全学部全学科 AO・推薦 その他
自己アピールの材料として参考にす
る。

98 私立 東京都 武蔵大学 人文学部全学科/社会学部全学科 AO その他
対象級は特に指定なし。自己PRのポ
イントとして参考にする。

99 私立 東京都 武蔵野美術大学 造形学部 推薦 その他 対象級は特に指定なし。

100 私立 東京都 明治大学 文学部全学科 自己推薦 その他
自己推薦特別入試にて、自己PRの1
つとして参考にする場合がある。

101 私立 東京都 明星大学 全学部全学科 AO・推薦 その他
対象級は特に指定なし。自己PRのポ
イントとして参考にする場合がある。

102 私立 東京都 和光大学 全学部全学科 AO・推薦 その他 対象級は特に指定なし。

103 私立 東京都 早稲田大学
政治経済学部/社会科学部/国際教
養学部/文化構想学部

AO・自己推
薦・英語に
よる学位取
得プログラ
ム

その他

対象級は特に指定なし。政治経済学
部グローバル入試・社会科学部全国
自己推薦入試・国際教養学部AO入
試・文化構想学部国際日本文化論プ
ログラム日本学生入試の書類審査に
おける評価対象の1つとして扱う可能
性がある。

104 私立 神奈川県 鎌倉女子大学
家政学部（管理栄養学科を除く）/児
童学部/教育学部

AO その他
対象級は特に指定なし。自己PRのポ
イントとして参考にする。

105 私立 神奈川県 相模女子大学 全学部全学科 AO その他
対象級は特に指定なし。参考にする場
合がある。

106 私立 神奈川県
相模女子大学短期大
学部

全学部全学科 AO その他
対象級は特に指定なし。参考にする場
合がある。

107 私立 神奈川県 湘南工科大学 工学部全学科 AO・推薦 その他 対象級は特に指定なし。

108 私立 神奈川県 湘北短期大学 全学科
推薦・AO・
一般

その他 面接時考慮。対象級は特に指定なし。

109 私立 神奈川県 女子美術大学 全学部全学科 AO その他 対象級は特に指定なし。

110 私立 神奈川県 桐蔭横浜大学
スポーツ健康政策学部スポーツ教育
学科/スポーツテクノロジー学科/ス
ポーツ健康政策学科

AO・推薦
出願条件
その他

対象級は特に指定なし。
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No
設立
区分

都道府県 大学・短大名 学部・学科 入試区分
優遇措置
の種類

備   考

111 私立 神奈川県 東海大学

国際文化学部/生物学部/情報通信
学部/文学部/文化社会学部/観光学
部/政治経済学部/法学部/教養学部
/体育学部/理学部/情報理工学部/
工学部※１/健康学部/海洋学部/経
営学部/基盤工学部/農学部/医学部
※2

AO その他
※1航空宇宙学科航空操縦学専攻を
除く。※2医学科を除く。対象級は特に
指定なし。

112 私立 神奈川県 東洋英和女学院大学 全学部全学科 推薦 その他 対象級は特に指定なし。

113 私立 新潟県 敬和学園大学
人文学部英語文化コミュニケーション
学科/国際文化学科/共生社会学科

推薦 その他 対象級は特に指定なし。

114 私立 新潟県 新潟医療福祉大学 全学部全学科 AO・推薦 その他
対象級は特に指定なし。出願書類評
価の一部において評価する。ただし加
点、優遇されるとは限らない。

115 私立 新潟県 新潟経営大学 全学部全学科 AO その他
対象級は特に指定なし。自己アピール
の1つとして参考程度とする。

116 私立 新潟県 新潟産業大学 経済学部 AO 点数加算 3級以上を対象とする。
117 私立 山梨県 身延山大学 仏教学部仏教学科 推薦・一般 その他 対象級は特に指定なし。
118 私立 山梨県 山梨英和大学 人間文化学部 AO その他 対象級は特に指定なし。

119 私立 山梨県 山梨学院大学
法学部法学科/政治行政学科/現代
ビジネス学部現代ビジネス学科/経営
情報学部経営情報学科

AO その他
対象級は特に指定なし。自己アピール
材料として使用できる。

120 国立 長野県 信州大学
経法学部応用経済学科/総合法律学
科

推薦 その他

推薦要件の1つとする。学業に関係の
深いその他の資格・検定において同等
の成績である場合。対象級は特に指
定なし。

121 公立 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

AO 点数加算 対象級は特に指定なし。

122 私立 富山県 高岡法科大学 法学部 推薦 判定優遇 対象級は特に指定なし。

123 私立 富山県 富山短期大学 全学科

AO・推薦・
一般・セン
ター試験利
用型

点数加算 対象級は特に指定なし。

124 国立 石川県 金沢大学 医薬保健学域薬学類/創薬科学類 AO その他
対象級は特に指定なし。出願書類「活
動報告書」の取得資格・検定等欄に記
載可。

125 私立 石川県 金沢学院大学 全学部全学科 AO・推薦 その他 対象級は特に指定なし。

126 私立 石川県 金城大学 社会福祉学部

AO・推薦・
一般・自己
推薦・社会
人選択

その他
対象級は特に指定なし。自己PRの1つ
として参考にする。

127 私立 岐阜県 朝日大学 法学部/経営学部 AO 出願条件 対象級は特に指定なし。

128 私立 岐阜県 岐阜女子大学 文化創造学部文化創造学科 AO・推薦 判定優遇
合否判定の際に考慮する。対象級は
特に指定なし。

129 私立 岐阜県 中京学院大学 経営学部 AO 出願条件 対象級は特に指定なし。
130 私立 静岡県 静岡産業大学 経営学部/情報学部 AO その他 対象級は特に指定なし。
131 私立 静岡県 常葉大学 全学部全学科 AO・推薦 その他 対象級は特に指定なし。
132 私立 静岡県 浜松学院大学 現代コミュニケーション学部全学科 AO その他 対象級は特に指定なし。

133 私立 愛知県 愛知学院大学
文学部/心身科学部（健康栄養学科
を除く）/商学部/経営学部/法学部/
総合政策学部/歯学部

AO その他
対象級は特に指定なし。自己PRのポ
イントとして参考にする場合がある。

134 私立 愛知県
愛知学院大学短期大
学部

歯科衛生学科 AO その他
対象級は特に指定なし。自己PRのポ
イントとして参考にする場合がある。

135 私立 愛知県 愛知学泉大学
家政学部化成学科/現代マネジメント
学部現代マネジメント学科

AO・推薦 点数加算 対象級は特に指定なし。

136 私立 愛知県 愛知学泉短期大学 全学科 AO・推薦 その他
対象級は特に指定なし。自己アピール
材料として使用できる。

137 私立 愛知県 愛知工科大学 工学部全学科 AO・推薦 その他 対象級は特に指定なし。

138 私立 愛知県
愛知工科大学自動車
短期大学

自動車工業学科 AO・推薦 その他 対象級は特に指定なし。

139 私立 愛知県
愛知文教女子短期大
学

生活文化学科 AO・推薦 その他
対象級は特に指定なし。自己PRのポ
イントとして参考にする。

140 私立 愛知県 愛知文教大学 人文学部人文学科
AO・公募制
推薦

その他
対象級は特に指定なし。自己PRのポ
イントとして参考にする。

141 私立 愛知県 愛知みずほ大学 人間科学部心身健康科学科
AO・推薦・
一般

その他 対象級は特に指定なし。

142 私立 愛知県 修文大学短期大学部 全学科 AO・推薦 出願条件
対象級は特に指定なし。AO入試、自
己推薦入試にて自己PRのポイントとし
て評価する。

143 私立 愛知県 同朋大学 全学部全学科 推薦 点数加算 対象級は特に指定なし。

144 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
特別入試
（奨学生入
試）

点数加算
その他

対象級は特に指定なし。

145 私立 愛知県 名古屋経済大学 全学部全学科 AO 判定優遇 対象級は特に指定なし。

146 私立 三重県 四日市大学 全学部全学科 AO・推薦
点数加算
判定優遇

対象級は特に指定なし。AO入試の場
合判定優遇、推薦入試の場合点数優
遇。

147 私立 滋賀県 滋賀短期大学
生活学科/幼児教育保育学科ビジネ
スコミュニケーション学科

AO その他
対象級は特に指定なし。自己PRのポ
イントとして評価する。
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設立
区分

都道府県 大学・短大名 学部・学科 入試区分
優遇措置
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148 私立 滋賀県 びわこ学院大学 教育福祉学部子ども学科
AO・自己推
薦

その他
対象級は特に指定なし。自己PRの1つ
として参考とする。

149 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・自己推
薦

その他
対象級は特に指定なし。自己PRの1つ
として参考とする。

150 国立 京都府 京都教育大学 教育学部 推薦 その他 対象級は特に指定なし。
151 私立 京都府 京都経済短期大学 経営情報学科 AO・推薦 判定優遇 3級以上を対象とする。

152 私立 京都府
京都ノートルダム女子
大学

人間文化学部/現代人間学部 AO その他
対象級は特に指定なし。自己PRのポ
イントとして評価する。

153 私立 京都府 京都文教短期大学 全学科 AO その他 対象級は特に指定なし。

154 私立 京都府 嵯峨美術大学 全学部全学科
その他
（AO2期）

その他 対象級は特に指定なし。

155 私立 京都府 嵯峨美術短期大学 全学部全学科
その他(AO2
期)

その他 対象級は特に指定なし。

156 私立 京都府 種智院大学 人文学部仏教学科/社会福祉学科
AO・推薦・
一般

判定優遇 対象級は特に指定なし。

157 私立 京都府 同志社女子大学
学芸学部/現代社会学部/薬学部/看
護学部/表象文化学部/生活科学部

AO その他
エントリーカードで紹介できる。優遇措
置ではない。

158 私立 京都府 同志社大学

商学部商学科(フレックス複合コー
ス)/文化情報学部文化情報学科/生
命医科学部医情報学科/スポーツ健
康科学部スポーツ健康科学科

AO その他
対象級は特に指定なし。
＊左記は2018年度入試情報

159 私立 京都府 花園大学 全学部全学科 AO・推薦 その他 対象級は特に指定なし。

160 私立 京都府
平安女学院大学（京都
府）

国際観光学部国際観光学科 AO その他
対象級は特に指定なし。自己アピール
の１つとして参考とする。

161 私立 京都府 明治国際医療大学 全学部全学科 推薦 判定優遇 対象級は特に指定なし。

162 私立 京都府 龍谷大学
文学部仏教学科/歴史学科仏教史学
専攻/英語英米文学科

推薦 出願条件 対象級は2級以上。

163 私立 大阪府 追手門学院大学 全学部全学科 特別入試 出願条件
対象級は特に指定なし。自己ＰＲのポ
イントとして評価する。

164 私立 大阪府 大阪学院大学

商学部商学科/経営学部経営学科/
ホスピタリティ経営学科/経済学部経
済学科/法学部法学科/外国語学部
英語学科/国際学部国際学科/情報
学部情報学科

AO その他
対象級は特に指定なし。ＡＯ入試の自
己PRとして評価する場合もある。

165 私立 大阪府 大阪観光大学
観光学部観光学科/国際交流学部国
際交流学科

AO・公募制
推薦

点数加算 2級以上を対象とする。

166 私立 大阪府 大阪経済法科大学
経済学部経済学科/経営学科/法学
部法律学科/国際学部国際学科

AO その他 対象級は特に指定なし。

167 私立 大阪府 大阪工業大学 知的財産学部知的財産学科 AO 出願条件
対象級は特に指定なし。出願条件の1
つとして利用可能。

168 私立 大阪府 大阪国際大学

経営経済学部経営学科/経済学科/
人間科学部心理コミュニケーション学
科/人間健康科学科/国際教養学部
国際コミュニケーション学科/国際観
光学科

AO その他 3級以上を対象とする。

169 私立 大阪府
大阪国際大学短期大
学部

ライフデザイン総合学科 AO その他 3級以上を対象とする。

170 私立 大阪府 大阪樟蔭女子大学 学芸学部/児童教育学部 AO その他 対象級は特に指定なし。

171 私立 大阪府 大阪女学院大学 国際・英語学部国際・英語学科 自己推薦 その他
自己推薦のための参考資料とする。
対象級は特に指定なし。

172 私立 大阪府 大阪女学院短期大学 英語科 自己推薦 その他
自己推薦のための参考資料とする。
対象級は特に指定なし。

173 私立 大阪府 大阪千代田短期大学 幼児教育科 AO・推薦 その他 3級以上を対象とする。

174 私立 大阪府 関西大学

文学部(自己推薦型のみ)/経済学部/
社会学部/政策創造学部/人間健康
学部/総合情報学部（活動実績評価
型のみ）/システム理工学部/環境都
市工学部/化学生命工学部

AO 出願条件
対象級は特に指定なし。自己PRのポ
イントとして評価する場合がある。詳細
は必ず募集要項を確認すること。

175 私立 大阪府 近畿大学 工学部/産業理工学部 AO その他
対象級は特に指定なし。自己アピール
のための参考資料。

176 私立 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・自己推
薦評価型

その他
対象級は特に指定なし。自己アピール
材料として使用できる。

177 私立 大阪府 帝塚山学院大学 リベラルアーツ学部 AO･推薦 その他
対象級は特に指定なし。自己PRの1つ
として参考にする場合がある。

178 私立 大阪府
平安女学院大学（大阪
府）

子ども教育学部子ども教育学科 AO その他
対象級は特に指定なし。自己アピール
の１つとして参考とする。

179 私立 大阪府
平安女学院大学短期
大学部

保育科 AO その他
対象級は特に指定なし。自己アピール
の１つとして参考とする。

180 私立 兵庫県 大手前大学 現代社会学部/総合文化学部 AO その他
対象級は特に指定なし。自己アピール
材料として使用できる。

181 私立 兵庫県 大手前短期大学 ライフデザイン総合学科 AO その他
対象級は特に指定なし。自己アピール
材料として使用できる。

182 私立 兵庫県 関西学院大学
社会学部/法学部/経済学部/人間福
祉学部/教育学部

AO 出題優遇 対象級は特に指定なし。

183 私立 兵庫県
神戸海星女子学院大
学

現代人間学部英語観光学科
推薦・公募
B2

その他 対象級は特に指定なし。
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設立
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都道府県 大学・短大名 学部・学科 入試区分
優遇措置
の種類

備   考

184 私立 兵庫県 神戸学院大学

人文学部/グローバルコミュニケー
ション学部/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のみ）
/心理学部

AO その他 対象級は特に指定なし。

185 私立 奈良県 帝塚山大学 全学部全学科 AO その他 対象級は特に指定なし。

186 私立 奈良県 天理大学
人間学部人間関係学科生涯教育専
攻/文学部/国際学部

自己推薦 出願条件 等級を問わず合格した者。

187 私立 奈良県 奈良学園大学
人間教育学部人間教育学科/保健医
療学部看護学科

今後検討
（今年度は
なし）

その他 今後検討（今年度はなし）

188 私立 奈良県 奈良大学 全学部全学科 AO・推薦 その他

対象級は特に指定なし。AO入試、指
定校制推薦入試、校友特別推薦入試
にて、自己PRの1つとして参考にする
場合がある。

189 私立 岡山県 岡山商科大学 法学部/経済学部/経営学部
AO・一般公
募制推薦入
試

判定優遇
その他

対象級は特に指定なし。自己PRのポ
イントとして評価する。

190 私立 岡山県 吉備国際大学 全学部全学科 AO・推薦 その他 対象級は特に指定なし。

191 私立 岡山県 倉敷芸術科学大学
全学部デザイン芸術学科/メディア映
像学科/生命科学科/健康科学科/危
機管理学科

特別推薦
[自己推薦
（スポーツ・
芸術等）]

出願条件 対象級は特に指定なし。

192 私立 岡山県 山陽学園大学
総合人間学部生活心理学科/言語文
化学科

推薦 判定優遇

193 私立 岡山県 山陽学園短期大学 食物栄養学科/幼児教育学科 推薦 判定優遇

194 私立 岡山県 就実大学
人文科学部/教育学部/経営学部全
学科

自己推薦 その他 対象級は特に指定なし。

195 私立 岡山県 就実短期大学 全学科
AO・推薦・
自己推薦

その他 対象級は特に指定なし。

196 国立 広島県 広島大学 全学部全学科 AO その他 対象級は特に指定なし。

197 私立 広島県 比治山大学 全学部全学科 推薦（一部） 点数加算
対象級は特に指定なし。加点する場合
がある。

198 私立 広島県
比治山大学短期大学
部

全学科 推薦（一部） その他
対象級は特に指定なし。得点加算する
場合がある。

199 私立 広島県 広島経済大学 経済学部 AO･推薦 その他 自己PRの1つとして参考にする。

200 私立 広島県 広島国際大学 全学部全学科
推薦(専門
学科・総合
学科特別）

点数加算
推薦書に記入があった場合、点数化さ
れる。対象級は特に指定なし。

201 私立 山口県 東亜大学 全学部全学科 AO・推薦 その他 対象級は特に指定なし。
202 私立 山口県 徳山大学 経済学部/福祉情報学部 AO その他 対象級は特に指定なし。

203 国立 香川県 香川大学
教育学部/経済学部/創造工学部/医
学部看護学科

AO・推薦 その他
対象級は特に指定なし。自己アピール
の１つとして参考とする。

204 私立 香川県 四国学院大学 全学部全学科 AO・推薦 その他
対象級は特に指定なし。自己PRの１
つとして参考にする。

205 私立 香川県 高松大学 全学部全学科
AO・推薦・
一般

その他
対象級は特に指定なし。自己PRの1つ
として使用できる。

206 私立 香川県 高松短期大学 全学部全学科
AO・推薦・
一般

その他
対象級は特に指定なし。自己PRの1つ
として使用できる。

207 国立 高知県 高知大学 医学部医学科 AO その他 対象級は特に指定なし。

208 私立 福岡県 九州産業大学 地域共創学部観光学科 推薦
出願条件
点数加算

対象級は3級以上。（2019年度入試よ
り活用予定）

209 私立 福岡県 九州情報大学 経営情報学部 AO 判定優遇 3級以上を対象とする。
210 私立 福岡県 久留米工業大学 全学部全学科 AO・推薦 点数加算 優遇措置を実施予定。
211 私立 福岡県 純真短期大学 全学科 AO・推薦 その他 自己PRの1つとして参考にする。
212 私立 福岡県 福岡女学院大学 人文学部現代文化学科 AO その他 自己PRの1つとして使用できる。
213 私立 福岡県 福岡大学 経済学部 推薦 その他 対象級は特に指定なし。

214 私立 佐賀県 佐賀女子短期大学 地域みらい学科/こども未来学科 AO その他
特に指定級無し。自己PRの1つとして
参考にする。

215 公立 長崎県 長崎県立大学 国際社会学部 AO その他 自己PRの1つとして使用できる。

216 私立 長崎県 活水女子大学 国際文化学部日本文化学科 推薦 その他

日本文化学科志願者で下記に該当す
る場合は、推薦書に必ず特記してくだ
さい。※該当者は合格を証明する書類
（コピー可）を添付してください。

217 私立 長崎県 長崎国際大学 人間社会学部 AO・推薦 その他
対象級は特に指定なし。自己PRの1つ
として使用可。

218 私立 長崎県 長崎総合科学大学 全学部全学科 AO その他
今後、自己PRの1つとして参考にする
場合もある。

219 私立 長崎県 長崎短期大学 国際コミュニケーション学科 AO・推薦 その他 対象級は特に指定なし。

220 国立 熊本県 熊本大学 文学部/法学部/理学部/工学部 AO その他
対象級は特に指定なし。※「活動履歴
報告書」に記載があれば参考とする。

221 私立 熊本県
九州ルーテル学院大
学

人文学部全学科 推薦・一般 点数加算 1級以上を対象とする。

222 私立 熊本県 平成音楽大学 音楽学部こども学科 特待生入試 判定優遇 対象級は特に指定なし。
223 私立 大分県 別府大学 全学部全学科 AO・推薦 その他 対象級は特に指定なし。

224 私立 大分県
立命館アジア太平洋大
学（APU）

アジア太平洋学部/国際経営学部 AO その他
対象級は特に指定なし。自己PRのポ
イントとして参考にする。

225 私立 宮崎県 九州保健福祉大学 全学部全学科 AO・推薦 その他 対象級は特に指定なし。
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226 私立 鹿児島県 鹿児島国際大学
経済学部経済学科/経営学科/国際
文化学部国際文化学科/音楽学科

AO その他

227 私立 鹿児島県
鹿児島純心女子短期
大学

生活学科/英語科
AO・推薦・
一般

その他
対象級は特に指定なし。自己PRの1つ
として参考にする。

228 私立 鹿児島県 鹿児島女子短期大学 全学科
AO・推薦・
一般

その他 対象級は特に指定なし。

229 公立 沖縄県 名桜大学
国際学群/人間健康学部スポーツ健
康学科

自己推薦型
入試・推薦

その他 対象級は特に指定なし。

230 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・推薦 その他 対象級は特に指定なし。

231 私立 沖縄県
沖縄キリスト教短期大
学

英語科/保育科 AO・推薦 その他 対象級は特に指定なし。
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