平成 25 年度入学生

大学の推薦基準となる商業の資格・検定の資料

全 国 商 業 高 等 学 校 長 協 会
公益財団法人 全国商業高等学校協会
調 査 ・ 広 報 部

○ この資料は平成 24 年 6 月 29 日現在各大学から回答をしてい
ただいたものを掲載しました。
○ この資料は商業に関連の深い推薦基準に係る、検定資格情報
を掲載しました。
○「推薦に関する公式サイト」については、ご回答をいただいた
URL のみを掲載しました。
○ 推薦入学の形態は大変多様化しておりますので全て掲載する
ことはできませんので、抜粋して掲載しました。
詳細につきましては、各大学入試要綱で確認してください。

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

北海道

私立

札幌大学

地域共創学群

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験
○

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

英語分野

日本英語検定協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

日本商工会議所主催

簿記検定試験
情報分野

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

○

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

パソコン検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

ワープロ分野
ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

日本漢字能力検定協会主催

日本商工会議所主催

電卓技能検定試験

○
○

その他

インターネット検定

○

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

全国商業高等学校協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

全国経理教育協会主催

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野

日本電卓技能検定協会主催

Ｐ検

専修学校教育振興会主催

国際連合公用語英語検定試験

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験

日本商工会議所主催

学科名

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
○

記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
http://www.sapporo-u.ac.jp

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

北海道

私立

道都大学

全

全

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

英語分野

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

○

実用英語検定試験

○

○

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

○

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

○

ＴＯＥＩＣ

○

税務会計能力検定試験

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

○

日本商工会議所主催

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○

簿記検定試験
情報分野

ビジネス英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

○

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

○

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験

○

パソコン検定協会主催

○

日本商工会議所主催

Ｐ検
ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

そろばん検定試験

○

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

○

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

○

電卓技能検定試験

○

商業経済分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

日本商工会議所主催

販売士検定試験

商業経済検定試験

○

○

○

日本経済新聞社主催

日経テスト

○

その他
日本漢字能力検定協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト

○

ワープロ実務検定試験

○

記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）

キータッチ２０００検定試験

○

ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

文書処理能力検定試験

○

珠算・電卓実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

○

全国経理教育協会主催

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野

○

○

日本商工会議所主催

○

○

インターネット検定
ワープロ分野

○

国際連合公用語英語検定試験

日本電卓技能検定協会主催

マイクロソフトオフィススペシャリスト

全国商業高等学校協会主催

○

日本商工会議所主催

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

サイトの有・無

○
http://www.dohto.ac.jp/nyushi/tokubetsu.html

全国商業高等学校協会主催

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

○
○
○

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

北海道

私立

函館大学

商

商

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

英語分野
全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験
○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

日本商工会議所主催

簿記検定試験
情報分野

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

○

パソコン検定協会主催

ボキャブラリ英語検定

日本商工会議所主催

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

○

情報検定試験（Ｊ検定）

ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト

全国商業高等学校協会主催

ワープロ分野
ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

日本漢字能力検定協会主催

日本商工会議所主催

電卓技能検定試験

○

その他

インターネット検定

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

全国経理教育協会主催

国際連合公用語英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

Ｐ検

専修学校教育振興会主催

日本国際連合協会主催

珠算・電卓分野

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
○

記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
http://www.hakodate-u.ac.jp/

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

青森県

私立

八戸大学

ビジネス／人間健康

ビジネス／人間健康

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

英語分野

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

○

実用英語検定試験

○

○

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

○

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

○

ＴＯＥＩＣ

○

税務会計能力検定試験

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

○

日本商工会議所主催

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○

簿記検定試験
情報分野

ビジネス英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

○

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

○

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験

○

パソコン検定協会主催

○

日本商工会議所主催

Ｐ検
ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

日本商工会議所主催

そろばん検定試験
珠算検定

○

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

○

電卓技能検定試験

○

商業経済分野
全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

販売士検定試験

○

日本経済新聞社主催

日経テスト

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

○
○

その他
日本漢字能力検定協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト

○

ワープロ実務検定試験

○

記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）

キータッチ２０００検定試験

○

ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

全国経理教育協会主催

文書処理能力検定試験

○

全国珠算教育連盟主催

○

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

○

インターネット検定
ワープロ分野

珠算・電卓分野

日本電卓技能検定協会主催

マイクロソフトオフィススペシャリスト

全国商業高等学校協会主催

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

サイトの有・無

○
無

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

○
○
○

特記事項

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

宮城県

私立

石巻専修大学

経営

経営

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験
○

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

英語分野

日本英語検定協会主催

実用英語検定試験

ビジネス英語検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

日本商工会議所主催

簿記検定試験
情報分野

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

Ｐ検

全国経理教育協会主催

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

ワープロ分野

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

国際連合公用語英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

文書処理能力検定試験
http://www.isenshu-u.ac.jp

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

サイトの有・無

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

宮城県

私立

東北学院大学

経営

経営

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

実用英語検定試験
ビジネス英語検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

日本商工会議所主催

簿記検定試験
情報分野

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催
ワープロ分野

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

珠算・電卓分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

文書処理能力検定試験
http://www.tohoku-gakuin.ac.jp

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

サイトの有・無

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

福島県

公立

会津大学

コンピュータ理工

コンピュータ理工

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

実用英語検定試験
ビジネス英語検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
簿記検定試験
情報分野

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

日本国際連合協会主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

○

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

ＰＣ検定試験

ＩＴ活用能力検定試験

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験
電卓技能検定試験

ワープロ分野

キータッチ２０００検定試験

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

日本漢字能力検定協会主催

ワープロ実務検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

その他

マイクロソフトオフィススペシャリスト

全国経理教育協会主催

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

全国商業高等学校協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

商業経済分野

インターネット検定

日本商工会議所主催

珠算・電卓分野

日本電卓技能検定協会主催

Ｐ検

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

http://www.u-aizu.ac.jp/materials.html
全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

福島県

国立

福島大学

人文社会学群

経済経営学類

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

英語分野
全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

実用英語検定試験

○

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

簿記検定試験
情報分野

○

ビジネス英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

日本国際連合協会主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
○

全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

ワープロ分野

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

文書処理能力検定試験
http://www.fukushima-u.ac.jp

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

サイトの有・無

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

栃木県

私立

宇都宮共和大学

子ども生活

子ども生活

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

○

日本英語検定協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

○

実用英語検定試験

○

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

○

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

○

ＴＯＥＩＣ

○

税務会計能力検定試験

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

○

日本商工会議所主催

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○

簿記検定試験
情報分野

ビジネス英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

○

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

全国商業高等学校協会主催

○

日本商工会議所主催

パソコン検定協会主催

○

日本商工会議所主催

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

全国商業高等学校協会主催

○

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

○

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

○

電卓技能検定試験

○

商業経済分野
全国商業高等学校協会主催

○

日本商工会議所主催

販売士検定試験

○

日本経済新聞社主催

日経テスト

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

○
○
○

その他
日本漢字能力検定協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト

○

ワープロ実務検定試験

○

記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）

キータッチ２０００検定試験

○

ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

日本商工会議所主催
全国経理教育協会主催

文書処理能力検定試験

○

珠算・電卓実務検定試験

○

○
ワープロ分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

そろばん検定試験

日本電卓技能検定協会主催

○

○

珠算・電卓分野

情報処理技術者試験応用情報技術者

○

○

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験

○

国際連合公用語英語検定試験

情報処理推進機構

Ｐ検

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

サイトの有・無

○
無

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

○
○
○

特記事項

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

栃木県

私立

宇都宮共和大学

シティライフ

シティライフ

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

○

日本英語検定協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

○

実用英語検定試験

○

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

○

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

○

ＴＯＥＩＣ

○

税務会計能力検定試験

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

○

日本商工会議所主催

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○

簿記検定試験
情報分野

ビジネス英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

○

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

全国商業高等学校協会主催

○

日本商工会議所主催

パソコン検定協会主催

○

日本商工会議所主催

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

全国商業高等学校協会主催

○

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

○

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

○

電卓技能検定試験

○

商業経済分野
全国商業高等学校協会主催

○

日本商工会議所主催

販売士検定試験

○

日本経済新聞社主催

日経テスト

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

○
○
○

その他
日本漢字能力検定協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト

○

ワープロ実務検定試験

○

記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）

キータッチ２０００検定試験

○

ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

日本商工会議所主催
全国経理教育協会主催

文書処理能力検定試験

○

珠算・電卓実務検定試験

○

○
ワープロ分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

そろばん検定試験

日本電卓技能検定協会主催

○

○

珠算・電卓分野

情報処理技術者試験応用情報技術者

○

○

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験

○

国際連合公用語英語検定試験

情報処理推進機構

Ｐ検

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

サイトの有・無

○
無

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

○
○
○

特記事項

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

栃木県

私立

白鴎大学

経営

経営

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

簿記検定試験
情報分野

○

実用英語検定試験

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

○

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

日本商工会議所主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

ワープロ分野
ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

国際連合公用語英語検定試験

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

パソコン検定協会主催

○

ビジネス英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
無

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

群馬県

私立

関東学園大学

経済

経済・経営

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

実用英語検定試験

情報分野

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

日本国際連合協会主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催

Ｐ検

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

珠算・電卓分野

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

ワープロ分野
ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

文書処理能力検定試験

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

○

ビジネス英語検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

簿記検定試験

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

サイトの有・無

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

群馬県

私立

共愛学園前橋国際大学

国際社会

国際社会

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

英語分野
全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

英語検定試験

実用英語検定試験

情報分野
全国商業高等学校協会主催

ビジネス英語検定試験

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

国際連合公用語英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

○

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催

Ｐ検

珠算・電卓分野

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催
ワープロ分野

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
簿記検定試験

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

http://www.kyoai.ac.jp/
全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

埼玉県

私立

駿河台大学

心理

心理

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

英語分野
全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

実用英語検定試験

○

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

ビジネス英語検定試験

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

○

税務会計能力検定試験

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

○

日本商工会議所主催

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○

簿記検定試験
情報分野

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）
○

国際教育振興協会主催

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

○

全国商業高等学校協会主催

そろばん検定試験
珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

ＩＴ活用能力検定試験

全国商業高等学校協会主催

○

マイクロソフトオフィススペシャリスト

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

文書処理能力検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト

ワープロ実務検定試験

記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

日本漢字能力検定協会主催
ワープロ分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

その他

インターネット検定

日本商工会議所主催

○

電卓技能検定試験

商業経済分野

情報検定試験（Ｊ検定）

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

全国珠算教育連盟主催

日本電卓技能検定協会主催

ＰＣ検定試験

全国経理教育協会主催

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野

日本商工会議所主催

Ｐ検

専修学校教育振興会主催

○
国際連合公用語英語検定試験

ケンブリッジ大学英語検定試験

情報処理推進機構

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験

日本国際連合協会主催

ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

○
http://www.surugadai.ac.jp/

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

サイトの有・無

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

埼玉県

私立

駿河台大学

法

法律

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

○

日本英語検定協会主催

○

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

英語分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験

ＴＯＥＩＣ

○

税務会計能力検定試験

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

○

日本商工会議所主催

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○

簿記検定試験
情報分野

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）
○

国際教育振興協会主催

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

○

全国商業高等学校協会主催

ＩＴ活用能力検定試験

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

全国商業高等学校協会主催

○

マイクロソフトオフィススペシャリスト

ワープロ分野
ワープロ実務検定試験

文書処理能力検定試験

商業経済検定試験

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

○
○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
○

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

日本商工会議所主催

日本漢字能力検定協会主催

日本商工会議所主催

○

電卓技能検定試験

その他

インターネット検定

○

そろばん検定試験

商業経済分野

情報検定試験（Ｊ検定）

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

全国珠算教育連盟主催

日本電卓技能検定協会主催

ＰＣ検定試験

全国経理教育協会主催

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野

日本商工会議所主催

Ｐ検

専修学校教育振興会主催

○
国際連合公用語英語検定試験

ケンブリッジ大学英語検定試験

情報処理推進機構

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験

日本国際連合協会主催

記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

○
http://www.surugadai.ac.jp/

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

サイトの有・無

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

埼玉県

私立

駿河台大学

メディア情報

メディア情報

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

○

日本英語検定協会主催

○

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

英語分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験

ＴＯＥＩＣ

○

税務会計能力検定試験

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

○

日本商工会議所主催

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○

簿記検定試験
情報分野

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）
○

国際教育振興協会主催

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

○

パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

○

全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

全国商業高等学校協会主催

ワープロ分野
ワープロ実務検定試験

文書処理能力検定試験

商業経済検定試験

○

日本経済新聞社主催

日経テスト

○
○

その他

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
○

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

販売士検定試験

日本漢字能力検定協会主催

日本商工会議所主催

○

電卓技能検定試験

日本商工会議所主催

インターネット検定

○

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

○

マイクロソフトオフィススペシャリスト

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

全国経理教育協会主催

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野

日本電卓技能検定協会主催

Ｐ検

専修学校教育振興会主催

○
国際連合公用語英語検定試験

ケンブリッジ大学英語検定試験

情報処理推進機構

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験

日本国際連合協会主催

記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

○
http://www.surugadai.ac.jp/

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

サイトの有・無

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

埼玉県

私立

駿河台大学

経済

経済経営

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

○

日本英語検定協会主催

○

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

英語分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験

ＴＯＥＩＣ

○

税務会計能力検定試験

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

○

日本商工会議所主催

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○

簿記検定試験
情報分野

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）
○

国際教育振興協会主催

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

○

全国商業高等学校協会主催

ＩＴ活用能力検定試験

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

全国商業高等学校協会主催

○

マイクロソフトオフィススペシャリスト

ワープロ分野
ワープロ実務検定試験

文書処理能力検定試験

商業経済検定試験

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

○
○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
○

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

日本商工会議所主催

日本漢字能力検定協会主催

日本商工会議所主催

○

電卓技能検定試験

その他

インターネット検定

○

そろばん検定試験

商業経済分野

情報検定試験（Ｊ検定）

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

全国珠算教育連盟主催

日本電卓技能検定協会主催

ＰＣ検定試験

全国経理教育協会主催

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野

日本商工会議所主催

Ｐ検

専修学校教育振興会主催

○
国際連合公用語英語検定試験

ケンブリッジ大学英語検定試験

情報処理推進機構

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験

日本国際連合協会主催

記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

○
http://www.surugadai.ac.jp/

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

サイトの有・無

○
特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

埼玉県

私立

駿河台大学

現代文化

現代文化

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

○

日本英語検定協会主催

○

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

英語分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験

ＴＯＥＩＣ

○

税務会計能力検定試験

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

○

日本商工会議所主催

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○

簿記検定試験
情報分野

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）
○

国際教育振興協会主催

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

○

全国商業高等学校協会主催

ＩＴ活用能力検定試験

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

全国商業高等学校協会主催

○

マイクロソフトオフィススペシャリスト

ワープロ分野
ワープロ実務検定試験

文書処理能力検定試験

商業経済検定試験

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

○
○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
○

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

日本商工会議所主催

日本漢字能力検定協会主催

日本商工会議所主催

○

電卓技能検定試験

その他

インターネット検定

○

そろばん検定試験

商業経済分野

情報検定試験（Ｊ検定）

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

全国珠算教育連盟主催

日本電卓技能検定協会主催

ＰＣ検定試験

全国経理教育協会主催

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野

日本商工会議所主催

Ｐ検

専修学校教育振興会主催

○
国際連合公用語英語検定試験

ケンブリッジ大学英語検定試験

情報処理推進機構

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験

日本国際連合協会主催

記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

○
http://www.surugadai.ac.jp/

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

サイトの有・無

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

埼玉県

私立

東京国際大学

商

商／経営

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

英語分野
全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

○

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験

○

ＴＯＥＩＣ

○

税務会計能力検定試験

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

○

日本商工会議所主催

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○

簿記検定試験
情報分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

○

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

日本漢字能力検定協会主催
ワープロ分野

全国経理教育協会主催

電卓技能検定試験

○
○

その他

インターネット検定

日本商工会議所主催

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済分野

ＰＣ検定試験

全国経理教育協会主催

全国商業高等学校協会主催

日本電卓技能検定協会主催

Ｐ検

専修学校教育振興会主催

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験

○

国際連合公用語英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
○

記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

http://www.tiu.ac.jp/
全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

埼玉県

私立

獨協大学

経済

経済／経営

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

英語分野
全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験
○

税務会計能力検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

○

日本商工会議所主催

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○

簿記検定試験
情報分野

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）
○

国際教育振興協会主催

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

○

パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

ワープロ分野
ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

電卓技能検定試験

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

○

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

○

国際連合公用語英語検定試験

ケンブリッジ大学英語検定試験

情報処理推進機構

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験

○

日本国際連合協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

文書処理能力検定試験
http://www.dokkyo.ac.jp

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

サイトの有・無

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

千葉県

私立

江戸川大学

社会

経営社会

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

実用英語検定試験
ビジネス英語検定試験

税務会計能力検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

日本商工会議所主催

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

簿記検定試験
情報分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

ワープロ分野

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

サイトの有・無

文書処理能力検定試験

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

国際連合公用語英語検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

上記全ての資格・検定について、推薦入試、AO入試における書類点加算、判定優遇を行っています

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

千葉県

私立

千葉商科大学

商経

商・経済・経営

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験
○

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

日本英語検定協会主催

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

簿記検定試験
情報分野

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○
○
国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

ＰＣ検定試験
情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

インターネット検定

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

ワープロ分野

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

○
○

その他
日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

商業経済分野

マイクロソフトオフィススペシャリスト

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

文書処理能力検定試験

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

○

国際教育振興協会主催

○

全国経理教育協会主催

ＴＯＥＩＣ

○

情報処理技術者試験基本情報技術者

日本商工会議所主催

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

情報処理推進機構

専修学校教育振興会主催

実用英語検定試験

○

○

Ｐ検

○

ビジネス英語検定試験

日本国際連合協会主催

情報処理技術者試験ITパスポート

パソコン検定協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

情報処理推進機構

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験

英語分野

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

サイトの有・無

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

千葉県

私立

千葉商科大学

政策情報

政策情報

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験
○

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

日本英語検定協会主催

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

簿記検定試験
情報分野

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○
○
国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

ＰＣ検定試験
情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

インターネット検定

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

ワープロ分野

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

○
○

その他
日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

商業経済分野

マイクロソフトオフィススペシャリスト

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

文書処理能力検定試験

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

○

国際教育振興協会主催

○

全国経理教育協会主催

ＴＯＥＩＣ

○

情報処理技術者試験基本情報技術者

日本商工会議所主催

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

情報処理推進機構

専修学校教育振興会主催

実用英語検定試験

○

○

Ｐ検

○

ビジネス英語検定試験

日本国際連合協会主催

情報処理技術者試験ITパスポート

パソコン検定協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

情報処理推進機構

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験

英語分野

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

サイトの有・無

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

千葉県

私立

千葉商科大学

サービス創造

サービス創造

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験
○

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

日本英語検定協会主催

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

簿記検定試験
情報分野

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○
○
国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

ＰＣ検定試験
情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

インターネット検定

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

ワープロ分野

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

○
○

その他
日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

商業経済分野

マイクロソフトオフィススペシャリスト

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

文書処理能力検定試験

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

○

国際教育振興協会主催

○

全国経理教育協会主催

ＴＯＥＩＣ

○

情報処理技術者試験基本情報技術者

日本商工会議所主催

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

情報処理推進機構

専修学校教育振興会主催

実用英語検定試験

○

○

Ｐ検

○

ビジネス英語検定試験

日本国際連合協会主催

情報処理技術者試験ITパスポート

パソコン検定協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

情報処理推進機構

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験

英語分野

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

サイトの有・無

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

千葉県

私立

中央学院大学

商

商

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

英語分野
全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

情報分野
全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
全国商業高等学校協会主催

そろばん検定試験
珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト

ワープロ分野

キータッチ２０００検定試験

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

日本漢字能力検定協会主催

ワープロ実務検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定
○

その他

インターネット検定

全国経理教育協会主催

電卓技能検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

全国珠算教育連盟主催

日本電卓技能検定協会主催

Ｐ検

専修学校教育振興会主催

日本国際連合協会主催

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

国際教育振興協会主催
○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
○

記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

文書処理能力検定試験

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

情報処理技術者試験ITパスポート

日本商工会議所主催

実用英語検定試験
ビジネス英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

情報処理推進機構

全国経理教育協会主催

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

簿記検定試験

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

サイトの有・無

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

千葉県

私立

東京情報大学

総合情報学部

総合情報学科

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

日本英語検定協会主催
○

日本商工会議所主催

簿記検定試験
情報分野

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験

ＴＯＥＩＣ

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

○

○

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催
○

日本国際連合協会主催

ボキャブラリ英語検定

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催

Ｐ検
ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

インターネット検定
ワープロ分野
全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催
全国経理教育協会主催

パソコン検定協会主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

○

電卓技能検定試験

商業経済分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定
○

商業経済検定試験

販売士検定試験

○

日本経済新聞社主催

日経テスト

○

日本漢字能力検定協会主催

その他

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

○

記載されている検定以外の推薦基準がある
（ある場合のみ○）

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験
文書処理能力検定試験

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

○

そろばん検定試験

日本商工会議所主催

マイクロソフトオフィススペシャリスト

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

全国珠算教育連盟主催

全国商業高等学校協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

珠算・電卓分野

日本電卓技能検定協会主催
○

○

国際連合公用語英語検定試験

情報処理推進機構

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

英語分野
全国商業高等学校協会主催

パソコン入力スピード認定試験

ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

ビジネスキーボード認定試験
パソコン検定試験

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

http://www.admission.tuis.ac.jp

サイトの有・無

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

千葉県

私立

明海大学

経済

経済

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

英語分野
全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

実用英語検定試験
ビジネス英語検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
簿記検定試験
情報分野

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

日本国際連合協会主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

日本商工会議所主催

珠算・電卓分野

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

ＩＴ活用能力検定試験

電卓計算能力検定試験
電卓技能検定試験

ワープロ分野

キータッチ２０００検定試験

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

日本漢字能力検定協会主催

ワープロ実務検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

その他

マイクロソフトオフィススペシャリスト

日本商工会議所主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）

インターネット検定

全国経理教育協会主催

そろばん検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

全国珠算教育連盟主催

日本電卓技能検定協会主催

Ｐ検

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
○

記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
http://www.meikai.ac.jp

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

千葉県

私立

明海大学

不動産

不動産

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

英語分野
全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

実用英語検定試験
ビジネス英語検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
簿記検定試験
情報分野

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

日本国際連合協会主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

日本商工会議所主催

珠算・電卓分野

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

ＩＴ活用能力検定試験

電卓計算能力検定試験
電卓技能検定試験

ワープロ分野

キータッチ２０００検定試験

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

日本漢字能力検定協会主催

ワープロ実務検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

その他

マイクロソフトオフィススペシャリスト

日本商工会議所主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）

インターネット検定

全国経理教育協会主催

そろばん検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

全国珠算教育連盟主催

日本電卓技能検定協会主催

Ｐ検

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
○

記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
http://www.meikai.ac.jp

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

千葉県

私立

麗澤大学

経済

経済・経営

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

※

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

日本英語検定協会主催
※

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

簿記検定試験
情報分野

英語分野
全国商業高等学校協会主催

※

日本商工会議所主催

※

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験

※

ＴＯＥＩＣ

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）
※

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

日本国際連合協会主催

情報処理技術者試験ITパスポート

※

情報処理技術者試験基本情報技術者

※

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

※

日本商工会議所主催

※

パソコン検定協会主催

※

日本商工会議所主催

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定
ワープロ分野

全国経理教育協会主催

※

※

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験
電卓技能検定試験

商業経済分野
全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

珠算・電卓分野

日本電卓技能検定協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）

※

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験

※

国際連合公用語英語検定試験

情報処理推進機構

Ｐ検

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

http://www.reitaku-u.ac.jp
全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
有

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

○は出願条件に代えることが可能。

※は書類審査の際、加算対象となる。

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

山梨県

私立

山梨学院大学

経営情報

経営情報

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験
○

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

日本英語検定協会主催

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

簿記検定試験
情報分野

英語分野

○

実用英語検定試験

ＴＯＥＩＣ

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

○

情報処理検定試験

○

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

ワープロ分野

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

文書処理能力検定試験

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

国際連合公用語英語検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

○

ビジネス英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

サイトの有・無

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

山梨県

私立

山梨学院大学

現代ビジネス

現代ビジネス

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験
○

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

日本英語検定協会主催

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

簿記検定試験
情報分野

英語分野

○

実用英語検定試験

ＴＯＥＩＣ

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

○

情報処理検定試験

○

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

ワープロ分野

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

文書処理能力検定試験

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

国際連合公用語英語検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

○

ビジネス英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

サイトの有・無

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

東京都

私立

青山学院大学

国際政治経済学部

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

情報分野

実用英語検定試験

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

○

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催

Ｐ検

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定
ワープロ分野

日本商工会議所主催

そろばん検定試験
珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

電卓技能検定試験

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある
（ある場合のみ○）

○

キータッチ２０００検定試験
文書処理能力検定試験

全国商業高等学校協会主催

パソコン検定協会主催

ワープロ実務検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

全国珠算教育連盟主催

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

全国経理教育協会主催

珠算・電卓分野

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

日本商工会議所主催

○

ビジネス英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
簿記検定試験

日本商工会議所主催

学科名

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験
パソコン検定試験

ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

http://www.aoyama.ac.jp

サイトの有・無

無

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

東京都

私立

青山学院大学

文学部

英米文学科

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

実用英語検定試験

情報分野

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催

Ｐ検

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定
ワープロ分野

全国経理教育協会主催

日本商工会議所主催

そろばん検定試験
珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

電卓技能検定試験

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある
（ある場合のみ○）

○

キータッチ２０００検定試験
文書処理能力検定試験

全国商業高等学校協会主催

パソコン検定協会主催

ワープロ実務検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

全国珠算教育連盟主催

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

珠算・電卓分野

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

○

ビジネス英語検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
簿記検定試験

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験
パソコン検定試験

ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

http://www.aoyama.ac.jp

サイトの有・無

無

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

東京都

私立

亜細亜大学

経営／経済／法／国際関係

経営／経済／法律／国政関係／多文化コミュニケーション

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

英語検定試験

実用英語検定試験
ビジネス英語検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
簿記検定試験
情報分野

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）
日本国際連合協会主催

国際連合公用語英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催

Ｐ検

日本商工会議所主催

珠算・電卓分野

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催
ワープロ分野

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

http://www.asia-u.ac.jp/nyushika/exam/index.html
全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項
該当資格はサイト参照

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

東京都

私立

嘉悦大学

ビジネス創造

ビジネス創造

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

○

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

○

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

英語分野
全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験

○

ＴＯＥＩＣ

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
簿記検定試験
情報分野

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

日本国際連合協会主催

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート
情報処理技術者試験基本情報技術者

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

日本商工会議所主催

珠算・電卓分野

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

○

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

インターネット検定
ワープロ分野

日本商工会議所主催
全国経理教育協会主催

そろばん検定試験
珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定
○

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
○

キータッチ２０００検定試験
文書処理能力検定試験

電卓技能検定試験

商業経済分野

日本漢字能力検定協会主催

ワープロ実務検定試験

○

その他

マイクロソフトオフィススペシャリスト

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

全国珠算教育連盟主催

日本電卓技能検定協会主催
○

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

○

国際連合公用語英語検定試験

情報処理推進機構

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

サイトの有・無

○
無

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

東京都

私立

駒澤大学

経済

経済／商

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

英語分野
全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

英語検定試験

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験
○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
簿記検定試験
情報分野

全国商業高等学校協会主催

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

○
国際連合公用語英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

○

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催

Ｐ検

日本商工会議所主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

全国商業高等学校協会主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催
ワープロ分野

日本商工会議所主催

珠算・電卓分野

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
http://www.komazawa-u.ac.jp/cms/suisen-b

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

東京都

私立

駒澤大学

仏教

禅／仏教

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

英語検定試験

実用英語検定試験

情報分野
全国商業高等学校協会主催

ビジネス英語検定試験
○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

○
国際連合公用語英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

日本商工会議所主催

珠算・電卓分野

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

全国商業高等学校協会主催
○

全国商業高等学校協会主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催
ワープロ分野

日本商工会議所主催

珠算・電卓実務検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

そろばん検定試験

日本電卓技能検定協会主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
簿記検定試験

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
http://www.komazawa-u.ac.jp/cms/suisen-b

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

東京都

私立

駒澤大学

文

英米文／歴史

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

○

日本英語検定協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

○

実用英語検定試験

○

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

○

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

○

ＴＯＥＩＣ

○

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

○

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

簿記検定試験
情報分野

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

ビジネス英語検定試験

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）
○

日本国際連合協会主催

○
○

国際連合公用語英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

○

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

○

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験

○

パソコン検定協会主催

○

日本商工会議所主催

Ｐ検
ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

○

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

○

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

○

電卓技能検定試験

○

商業経済分野
全国商業高等学校協会主催

○

日本商工会議所主催

販売士検定試験

○

日本経済新聞社主催

日経テスト

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

○
○
○

その他
日本漢字能力検定協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト

○

ワープロ実務検定試験

○

記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）

キータッチ２０００検定試験

○

ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

全国経理教育協会主催

文書処理能力検定試験

○

珠算・電卓実務検定試験

○

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

そろばん検定試験

日本電卓技能検定協会主催

○
ワープロ分野

珠算・電卓分野

日本商工会議所主催

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

サイトの有・無

○
http://www.komazawa-u.ac.jp/cms/suisen-b

全国商業高等学校協会主催

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

○
○
○

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

東京都

私立

大東文化大学

経営

経営／企業システム

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

英語検定試験

実用英語検定試験
ビジネス英語検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
簿記検定試験
情報分野

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）
日本国際連合協会主催

国際連合公用語英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催

Ｐ検

日本商工会議所主催

珠算・電卓分野

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催
ワープロ分野

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

http://exam.52school.com/daito/guidebook.html
全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

東京都

私立

高千穂大学

商／経営

商／経営

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

○

英語検定試験

情報分野
全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

ビジネス英語検定試験

情報処理検定試験

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）
○

日本国際連合協会主催

国際連合公用語英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催
○

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催

ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

日本漢字能力検定協会主催
ワープロ分野

日本商工会議所主催

全国珠算教育連盟主催

○
○

その他

インターネット検定

○

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

珠算・電卓分野

日本電卓技能検定協会主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

○

実用英語検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
簿記検定試験

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

英語分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
○

記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
http://www.takachiho.jp/examination/preferred.html

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

東京都

私立

東京経済大学

経営

経営／流通マーケティング

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

簿記検定試験
情報分野

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

○

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

英語分野

○

日本商工会議所主催

英語検定試験

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○

日本国際連合協会主催

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

○

日本商工会議所主催

日本商工会議所主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

全国商業高等学校協会主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

○

その他
日本漢字能力検定協会主催

ワープロ分野

日本商工会議所主催

珠算・電卓分野

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

○

○

国際連合公用語英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

パソコン検定協会主催

○

ＴＯＥＩＣ

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

情報処理検定試験

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
http://www.tku.ac.jp/

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

東京都

私立

東京経済大学

コミュニーション

コミュニケーション

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

簿記検定試験
情報分野

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

○

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

英語分野

○

日本商工会議所主催

英語検定試験

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○

日本国際連合協会主催

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

○

日本商工会議所主催

日本商工会議所主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

全国商業高等学校協会主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

○

その他
日本漢字能力検定協会主催

ワープロ分野

日本商工会議所主催

珠算・電卓分野

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

○

○

国際連合公用語英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

パソコン検定協会主催

○

ＴＯＥＩＣ

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

情報処理検定試験

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
http://www.tku.ac.jp/

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

東京都

私立

東京経済大学

経済

経済／国際経済

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

簿記検定試験
情報分野

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

○

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

英語分野

○

日本商工会議所主催

英語検定試験

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○

日本国際連合協会主催

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

○

日本商工会議所主催

日本商工会議所主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

全国商業高等学校協会主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

○

その他
日本漢字能力検定協会主催

ワープロ分野

日本商工会議所主催

珠算・電卓分野

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

○

○

国際連合公用語英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

パソコン検定協会主催

○

ＴＯＥＩＣ

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

情報処理検定試験

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
http://www.tku.ac.jp/

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

東京都

私立

東京経済大学

現代法

現代法

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

簿記検定試験
情報分野

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

○

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

英語分野

○

日本商工会議所主催

英語検定試験

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○

日本国際連合協会主催

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

○

日本商工会議所主催

日本商工会議所主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

全国商業高等学校協会主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

○

その他
日本漢字能力検定協会主催

ワープロ分野

日本商工会議所主催

珠算・電卓分野

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

○

○

国際連合公用語英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

パソコン検定協会主催

○

ＴＯＥＩＣ

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

情報処理検定試験

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
http://www.tku.ac.jp/

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

東京都

私立

拓殖大学

商

経営／国際ビジネス／会計

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

簿記検定試験
情報分野

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

○

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

英語分野

○

日本商工会議所主催

英語検定試験

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）
○

日本国際連合協会主催

○

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

全国経理教育協会主催

ＩＴ活用能力検定試験

○

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

ワープロ実務検定試験

文書処理能力検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

○
○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
○

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

電卓技能検定試験

日本商工会議所主催

日本漢字能力検定協会主催
ワープロ分野

全国商業高等学校協会主催

○

その他

インターネット検定

○

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）

マイクロソフトオフィススペシャリスト

日本商工会議所主催

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

珠算・電卓分野

日本電卓技能検定協会主催

Ｐ検

○

ボキャブラリ英語検定

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験

○

国際連合公用語英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

○

ＴＯＥＩＣ

全国商業高等学校協会主催

パソコン検定協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

日本商工会議所主催

サイトの有・無

○
http://www.takudai.jp/nyushi/special.html

全国商業高等学校協会主催

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項
○

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

東京都

私立

立教大学

異文化コミュニケーション

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

情報分野

実用英語検定試験
ビジネス英語検定試験
○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催

Ｐ検

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定
ワープロ分野

日本商工会議所主催
全国経理教育協会主催

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
簿記検定試験

日本商工会議所主催

学科名

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

http://www.rikkyo.ac.jp
全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

東京都

私立

立教大学

経営

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

情報分野

実用英語検定試験

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

○

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催

Ｐ検

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定
ワープロ分野

全国経理教育協会主催

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

日本商工会議所主催

○

ビジネス英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
簿記検定試験

日本商工会議所主催

学科名

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

http://www.rikkyo.ac.jp
全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

東京都

私立

明治学院大学

経済

経営・国際経営

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

英語分野
全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

実用英語検定試験

○

情報分野

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催

Ｐ検

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定
ワープロ分野
ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

珠算・電卓分野

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

○

ビジネス英語検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

簿記検定試験

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

文書処理能力検定試験
http://www.meijigakuin.ac.jp/admission/

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

サイトの有・無

有

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

上記サイトに簿記に関する記載はありません。（ＨＰ掲載をしない入試で扱っている為）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

東京都

私立

明治大学

商

商

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ
ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

日本商工会議所主催

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

情報分野

英語検定試験

実用英語検定試験
ビジネス英語検定試験

税務会計能力検定試験
簿記検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催
ワープロ分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

文書処理能力検定試験

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

珠算・電卓分野

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項
2013入試データブック参照

サイトの有・無

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

東京都

私立

駒澤大学

グローバル・メディア・スタディーズ

グローバル・メディア

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

英語検定試験

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験
○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
簿記検定試験
情報分野

全国商業高等学校協会主催

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

○

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

全国商業高等学校協会主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催
ワープロ分野

日本商工会議所主催

珠算・電卓分野

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

○

国際連合公用語英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
http://www.komazawa-u.ac.jp/cms/suisen-b

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

東京都

私立

玉川大学

経営

国際経営

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験
○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

簿記検定試験
情報分野

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

ワープロ分野

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

珠算・電卓分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
http://www.tamagawa.jp

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

東京都

私立

玉川大学

経営

観光経営

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験
○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

簿記検定試験
情報分野

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

ワープロ分野

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

珠算・電卓分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
http://www.tamagawa.jp

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

有

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

観光学部観光学科：2013年４月設置届出中（名称その他の計画に変更が生じることがあります）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

東京都

私立

国士舘大学

全

全

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

実用英語検定試験

税務会計能力検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

ビジネス英語検定試験

日本商工会議所主催

簿記検定試験
情報分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定
ワープロ分野

そろばん検定試験
珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

電卓技能検定試験

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

サイトの有・無

文書処理能力検定試験

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

全国珠算教育連盟主催

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

珠算・電卓分野

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項
ＡＯ入学試験：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。（資格については工業・商業等高等学校専門課程関連資格を含む）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

東京都

私立

東洋学園大学

全学部

全学科

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

実用英語検定試験
ビジネス英語検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
簿記検定試験
情報分野

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

Ｐ検

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定
ワープロ分野

全国経理教育協会主催

そろばん検定試験
珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

電卓技能検定試験

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある
（ある場合のみ○）

キータッチ２０００検定試験
文書処理能力検定試験

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

全国珠算教育連盟主催

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

珠算・電卓分野

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

パソコン入力スピード認定試験

ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

サイトの有・無

ビジネスキーボード認定試験
無

パソコン検定協会主催

パソコン検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

東京都

私立

上智大学

経済

経済・経営

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

実用英語検定試験

○

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

○

税務会計能力検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

○

日本商工会議所主催

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○

簿記検定試験
情報分野

ビジネス英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

ワープロ分野

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

○

国際連合公用語英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

文書処理能力検定試験
http://www.sophia.ac.jp/jpn/admissions/gakubu̲ad/ad̲gaiyou

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

サイトの有・無

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

東京都

国立

一橋大学

商

経営・商

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

実用英語検定試験

情報分野

○

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催

Ｐ検

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定
ワープロ分野

全国経理教育協会主催

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
全国商業高等学校協会主催

○

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

電卓技能検定試験

全国商業高等学校協会主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

国際連合公用語英語検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

○

ビジネス英語検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
簿記検定試験

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

http://www.hit-u.ac.jp
全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

東京都

私立

中央大学

商

全学科

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

※

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

日本英語検定協会主催
※

日本商工会議所主催

※

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験
○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
簿記検定試験
情報分野

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

※

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

珠算・電卓分野

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催
ワープロ分野

全国経理教育協会主催

電卓技能検定試験

日本商工会議所主催

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

日本商工会議所主催

そろばん検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

全国珠算教育連盟主催

Ｐ検

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

英語分野
全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
http://www.chuo-u.ac.jp/chuo-u/commerce/b04̲06̲02̲j.html

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

有

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

※

全国商業高等学校長協会推薦の資格なので、会計学科のみ募集

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

東京都

私立

嘉悦大学

経営経済

経営経済

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

○

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

○

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

英語分野
全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験

○

ＴＯＥＩＣ

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
簿記検定試験
情報分野

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

日本国際連合協会主催

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート
情報処理技術者試験基本情報技術者

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

日本商工会議所主催

珠算・電卓分野

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

○

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

インターネット検定
ワープロ分野

日本商工会議所主催
全国経理教育協会主催

そろばん検定試験
珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定
○

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
○

キータッチ２０００検定試験
文書処理能力検定試験

電卓技能検定試験

商業経済分野

日本漢字能力検定協会主催

ワープロ実務検定試験

○

その他

マイクロソフトオフィススペシャリスト

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

全国珠算教育連盟主催

日本電卓技能検定協会主催
○

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

○

国際連合公用語英語検定試験

情報処理推進機構

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

サイトの有・無

○
無

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

神奈川県

私立

神奈川大学

経済

現代ビジネス

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

実用英語検定試験

○

税務会計能力検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

情報分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定
ワープロ分野
ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

珠算・電卓分野

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

○

ビジネス英語検定試験

日本商工会議所主催

簿記検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

文書処理能力検定試験
http://www.kanagawa-u.ac.jp/

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

サイトの有・無

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

神奈川県

私立

神奈川大学

経営

国際経営

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

日本英語検定協会主催
○

実用英語検定試験

日本商工会議所主催

○

情報分野

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

○

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

○

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催

○

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

ワープロ分野

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験
電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

○

全国商業高等学校協会主催

○

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

商業経済検定試験

その他
日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

○

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

○

国際連合公用語英語検定試験

日本電卓技能検定協会主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

○

ビジネス英語検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

簿記検定試験

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

英語分野
全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
http://www.kanagawa-u.ac.jp/

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

神奈川県

私立

神奈川大学

外国語

英語英文

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

実用英語検定試験

○

税務会計能力検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

情報分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定
ワープロ分野

日本商工会議所主催

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

○

国際連合公用語英語検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

○

ビジネス英語検定試験

日本商工会議所主催

簿記検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

文書処理能力検定試験
http://www.kanagawa-u.ac.jp/

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

サイトの有・無

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

神奈川県

私立

神奈川大学

外国語

スペイン語

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

実用英語検定試験

○

税務会計能力検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

情報分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定
ワープロ分野

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

○

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

○

国際連合公用語英語検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

○

ビジネス英語検定試験

日本商工会議所主催

簿記検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

文書処理能力検定試験
http://www.kanagawa-u.ac.jp/

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

サイトの有・無

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

神奈川県

私立

神奈川大学

外国語

国際文化交流

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

実用英語検定試験

○

税務会計能力検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

情報分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定
ワープロ分野

日本商工会議所主催

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

○

国際連合公用語英語検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

○

ビジネス英語検定試験

日本商工会議所主催

簿記検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

文書処理能力検定試験
http://www.kanagawa-u.ac.jp/

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

サイトの有・無

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

神奈川県

私立

神奈川大学

人間科学部

人間科学科

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

実用英語検定試験

○

税務会計能力検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

情報分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

○

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

○

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定
ワープロ分野
ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

○

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

電卓技能検定試験

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

○

○

国際連合公用語英語検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

○

ビジネス英語検定試験

日本商工会議所主催

簿記検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

文書処理能力検定試験
http://www.kanagawa-u.ac.jp/

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

サイトの有・無

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

神奈川県

私立

神奈川大学

理

情報科学科

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

実用英語検定試験

税務会計能力検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

ビジネス英語検定試験

日本商工会議所主催

簿記検定試験
情報分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際連合公用語英語検定試験

国際教育振興協会主催

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

○

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

珠算・電卓分野

そろばん検定試験
珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

全国商業高等学校協会主催
○

ワープロ分野
ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国経理教育協会主催

電卓技能検定試験

商業経済分野

情報検定試験（Ｊ検定）

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

全国珠算教育連盟主催

日本電卓技能検定協会主催

ＰＣ検定試験

全国経理教育協会主催

日本商工会議所主催

○

Ｐ検

専修学校教育振興会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

文書処理能力検定試験
http://www.kanagawa-u.ac.jp/

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

サイトの有・無

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

神奈川県

私立

神奈川大学

理

総合理学プログラム

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

実用英語検定試験

税務会計能力検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

情報分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定
ワープロ分野
ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

珠算・電卓分野

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

○

ビジネス英語検定試験

日本商工会議所主催

簿記検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

文書処理能力検定試験
http://www.kanagawa-u.ac.jp/

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

サイトの有・無

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

神奈川県

私立

関東学院大学

経済／理工／建築・環境／人間環境

経済／経営／理工／建築・環境
／現代コミュニケーション

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験
○

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

日本英語検定協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

日本商工会議所主催

簿記検定試験
情報分野

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

日本国際連合協会主催

○

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

全国経理教育協会主催

ＩＴ活用能力検定試験

インターネット検定
ワープロ分野

全国経理教育協会主催

○

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験
電卓技能検定試験

商業経済分野
全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

○

情報検定試験（Ｊ検定）

マイクロソフトオフィススペシャリスト

全国商業高等学校協会主催

日本電卓技能検定協会主催
○

ＰＣ検定試験

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験

専修学校教育振興会主催

○
国際連合公用語英語検定試験

ケンブリッジ大学英語検定試験

○

Ｐ検

○

○

情報処理技術者試験ITパスポート

パソコン検定協会主催

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

情報処理推進機構

日本商工会議所主催

英語分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
http://ao.kanto-gakuin.ac.jp

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項
AO入試（資格型）に関する回答

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

神奈川県

私立

神奈川大学

理

数理／物理学科

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

実用英語検定試験

税務会計能力検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

ビジネス英語検定試験

日本商工会議所主催

簿記検定試験
情報分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

珠算・電卓分野

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

ワープロ分野

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
http://www.kanagawa-u.ac.jp/

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

神奈川県

私立

関東学院大学

経済・人間環境

経済・経営・現代コミュニケーション

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

英語分野
全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

実用英語検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

日本商工会議所主催

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

情報分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

日本商工会議所主催

日本商工会議所主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

全国商業高等学校協会主催

ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト

ワープロ分野
ワープロ実務検定試験

全国経理教育協会主催

キータッチ２０００検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

日本漢字能力検定協会主催

日本商工会議所主催

電卓技能検定試験

○

その他

インターネット検定

○

そろばん検定試験

商業経済分野

情報検定試験（Ｊ検定）

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

全国珠算教育連盟主催

日本電卓技能検定協会主催

ＰＣ検定試験

全国経理教育協会主催

ボキャブラリ英語検定

全国商業高等学校協会主催

Ｐ検

専修学校教育振興会主催

国際連合公用語英語検定試験

珠算・電卓分野

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催

○

ビジネス英語検定試験

税務会計能力検定試験
簿記検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
○

記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

文書処理能力検定試験
http://ao.kanto-gakuin.ac.jp

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

サイトの有・無

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項
全商教会特別推薦入学試験に関する回答

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

神奈川県

私立

横浜商科大学

商

商／貿易・観光／経営情報

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

実用英語検定試験
ビジネス英語検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
簿記検定試験
情報分野

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催

Ｐ検

日本商工会議所主催

珠算・電卓分野

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

ワープロ分野

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

文書処理能力検定試験
http://www.shodai.ac.jp

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

サイトの有・無

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項
日商簿記２級合格者〜AO（カレッジリーダー選抜入試）受験資格

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

新潟県

私立

新潟産業大学

経済

経済経営／文化経済

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

英語分野

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

○

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

○

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

○

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

日本商工会議所主催

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

簿記検定試験
情報分野

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験
○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

○

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

○

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催

○

全国経理教育協会主催

ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

ワープロ分野
ワープロ実務検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

○
○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
○

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

電卓技能検定試験

日本商工会議所主催

日本漢字能力検定協会主催

日本商工会議所主催

○

その他

インターネット検定

○

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

全国商業高等学校協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

珠算・電卓分野

日本電卓技能検定協会主催

Ｐ検

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
無

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

○
特記事項

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

新潟県

私立

長岡大学

経済経営

環境

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験
○

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

英語分野

日本英語検定協会主催

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

日本商工会議所主催

簿記検定試験
情報分野

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

ワープロ分野

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

○

その他
日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

国際連合公用語英語検定試験

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

文書処理能力検定試験
http://www.nagaokauniv.ac.jp/

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

サイトの有・無

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

新潟県

私立

長岡大学

経済経営

人間経営

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験
○

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

英語分野

日本英語検定協会主催

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

日本商工会議所主催

簿記検定試験
情報分野

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

ワープロ分野

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

○

その他
日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

国際連合公用語英語検定試験

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

文書処理能力検定試験
http://www.nagaokauniv.ac.jp

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

サイトの有・無

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

富山県

私立

高岡法科大学

法

法律・ビジネス法

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

英語分野

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

○

実用英語検定試験

○

○

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

○

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

○

ＴＯＥＩＣ

○

税務会計能力検定試験

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

○

日本商工会議所主催

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○

簿記検定試験
情報分野

ビジネス英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

○

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

○

日本商工会議所主催

○

パソコン検定協会主催

○

日本商工会議所主催

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

そろばん検定試験

○

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

○

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

○

電卓技能検定試験

○

商業経済分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

販売士検定試験

○

○

日本経済新聞社主催

日経テスト

○

○

商業経済検定試験

○

その他
日本漢字能力検定協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト

○

ワープロ実務検定試験

○

記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）

キータッチ２０００検定試験

○

ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

全国経理教育協会主催

文書処理能力検定試験

○

珠算・電卓実務検定試験

○

○

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

○

インターネット検定
ワープロ分野

○

珠算・電卓分野

日本電卓技能検定協会主催

マイクロソフトオフィススペシャリスト

全国商業高等学校協会主催

○

ボキャブラリ英語検定

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験

○

国際連合公用語英語検定試験

情報処理推進機構

Ｐ検

○

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

サイトの有・無

○
無

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

○
○

特記事項

一般推薦：資格取得者を合否判定時に優遇／指定校推薦：一定以上の資格取得者を特待生として認定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

静岡県

私立

静岡産業大学

経営／情報

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

日本商工会議所主催

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

簿記検定試験
情報分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験

○

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

国際連合公用語英語検定試験

情報処理技術者試験基本情報技術者

全国商業高等学校協会主催

情報処理技術者試験応用情報技術者

日本商工会議所主催

日本商工会議所主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

日本商工会議所主催

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

電卓技能検定試験

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

文書処理能力検定試験

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

○

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

日本漢字能力検定協会主催
ワープロ分野

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

○

珠算・電卓分野

情報処理推進機構

パソコン検定協会主催

○

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験

学科名

特記事項
上記○印は公募制推薦において小論文が免除となります。

サイトの有・無

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

静岡県

私立

日本大学

国際関係

国際総合政策・国際教養

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

英語分野
全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

簿記検定試験
情報分野

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

日本国際連合協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催

Ｐ検

日本商工会議所主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

ワープロ分野

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
http://www.ir.nihon-u.ac.jp

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

愛知県

私立

豊橋創造大学

経営

経営

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

英語分野
全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

実用英語検定試験
ビジネス英語検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

日本商工会議所主催

簿記検定試験
情報分野

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催
ワープロ分野

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

国際連合公用語英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

http://www.sozo.ac.jp/
全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

愛知県

私立

名古屋商科大

全

全

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

英語分野
全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

○

日本商工会議所主催

英語検定試験

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

日本商工会議所主催

簿記検定試験
情報分野

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

○

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

パソコン検定協会主催

全国経理教育協会主催

○

情報検定試験（Ｊ検定）

ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本商工会議所主催

全国商業高等学校協会主催

ワープロ実務検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
○

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

電卓技能検定試験

日本商工会議所主催

日本漢字能力検定協会主催
ワープロ分野

○

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

その他

インターネット検定

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

全国商業高等学校協会主催

日本電卓技能検定協会主催

Ｐ検

日本商工会議所主催

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験

国際連合公用語英語検定試験

記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
無

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項
○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

愛知県

私立

名古屋産業大学

環境情報ビジネス

環境情報ビジネス

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

英語分野
全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ
ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

日本商工会議所主催

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

情報分野
全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）
○

日本国際連合協会主催

国際連合公用語英語検定試験

ケンブリッジ大学英語検定試験
国際教育振興協会主催

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

日本商工会議所主催

パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

珠算・電卓分野

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催
ワープロ分野

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

○

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験

英語検定試験

実用英語検定試験
ビジネス英語検定試験

税務会計能力検定試験
簿記検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

http://www.nagoya-su.ac.jp/entrance-examination/admissions/recommendation.html
全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

愛知県

私立

名古屋学院大学

商

商／経営情報

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

日本英語検定協会主催
○

日本商工会議所主催

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験
○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

簿記検定試験
情報分野

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）
○

日本国際連合協会主催

国際連合公用語英語検定試験

ケンブリッジ大学英語検定試験
国際教育振興協会主催
○

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催

全国経理教育協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

ワープロ分野

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

珠算・電卓分野

日本電卓技能検定協会主催

Ｐ検

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

英語分野
全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
無

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

愛知県

私立

名城大学

経営・経済学部

経営・国際経営・経済・産業社会学科

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

日本英語検定協会主催
○

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

簿記検定試験
情報分野

英語分野
全国商業高等学校協会主催

○

日本商工会議所主催

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験

ＴＯＥＩＣ

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定
ワープロ分野

全国経理教育協会主催

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

○

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

○

電卓技能検定試験

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他
漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定
○
○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定
○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある
（ある場合のみ○）

キータッチ２０００検定試験
文書処理能力検定試験

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

国際連合公用語英語検定試験

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

日本国際連合協会主催

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

パソコン入力スピード認定試験

ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

サイトの有・無

ビジネスキーボード認定試験
無

パソコン検定協会主催

パソコン検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

愛知県

私立

中京大学

経済／経営

経済／経営

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

英語分野
全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

実用英語検定試験
ビジネス英語検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

簿記検定試験
情報分野

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

○

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

○

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

Ｐ検

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

○

ワープロ分野
ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

電卓技能検定試験

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

○

その他
日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

珠算・電卓分野

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

文書処理能力検定試験
http://nc.chukyo-u.ac.jp

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

サイトの有・無

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

専門高校特別推薦

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

愛知県

私立

中京大学

総合政策

総合政策

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

実用英語検定試験

○

情報分野

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際連合公用語英語検定試験

国際教育振興協会主催

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

○

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験

日本商工会議所主催

Ｐ検

○

珠算・電卓分野

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

ワープロ分野

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

○

その他
日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

○

ビジネス英語検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

簿記検定試験

パソコン検定協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
http://nc.chukyo-u.ac.jp

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

一芸一能推薦

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

愛知県

私立

中京大学

経営

経営

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

実用英語検定試験

○

税務会計能力検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

情報分野

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

ボキャブラリ英語検定

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

○

日本商工会議所主催

パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

ワープロ分野

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

珠算・電卓分野

○

○

国際連合公用語英語検定試験

情報処理推進機構

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験

○

ビジネス英語検定試験

日本商工会議所主催

簿記検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
http://nc.chukyo-u.ac.jp

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

一芸一能推薦

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

愛知県

私立

愛知学院大学

商・経営・経済・総合政策

商・経営・経済・総合政策

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

英語分野
全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

簿記検定試験
情報分野

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

○

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

○

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催

Ｐ検

日本商工会議所主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定
ワープロ分野

そろばん検定試験
珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

電卓技能検定試験

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

○
○

その他

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

文書処理能力検定試験

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

全国珠算教育連盟主催

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

珠算・電卓分野

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

サイトの有・無

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

愛知県

私立

名古屋経済大学

経営

経営

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

英語分野
全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

実用英語検定試験
ビジネス英語検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
簿記検定試験
情報分野

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

Ｐ検

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定
ワープロ分野

全国経理教育協会主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

そろばん検定試験
珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

電卓技能検定試験

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

文書処理能力検定試験

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

全国珠算教育連盟主催

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

珠算・電卓分野

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

サイトの有・無

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

岐阜県

私立

中部学院大学

経営

経営

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

英語分野
全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

実用英語検定試験

情報分野

○

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）
○

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催

Ｐ検

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定
ワープロ分野

全国経理教育協会主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

文書処理能力検定試験

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

国際連合公用語英語検定試験

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

日本国際連合協会主催

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

○

ビジネス英語検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
簿記検定試験

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

サイトの有・無

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

岐阜県

私立

朝日大学

経営

経営

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

実用英語検定試験
ビジネス英語検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
簿記検定試験
情報分野

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

Ｐ検

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定
ワープロ分野

全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

電卓技能検定試験

全国商業高等学校協会主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

珠算・電卓分野

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

http://www.asahi-u.ac.jp
全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

岐阜県

私立

中京学院大学

経営

経営

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

日本英語検定協会主催
○

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

簿記検定試験
情報分野

英語分野
全国商業高等学校協会主催

○

日本商工会議所主催

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験

○

ＴＯＥＩＣ

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

○

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート
情報処理技術者試験基本情報技術者

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

日本商工会議所主催

パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

○

ＰＣ検定試験

ＩＴ活用能力検定試験

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

○
○

電卓技能検定試験

ワープロ分野

キータッチ２０００検定試験

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

日本漢字能力検定協会主催

ワープロ実務検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定
○
○

その他

マイクロソフトオフィススペシャリスト

日本商工会議所主催

○

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

全国商業高等学校協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

商業経済分野

インターネット検定

全国経理教育協会主催

珠算・電卓分野

日本電卓技能検定協会主催

Ｐ検

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

○

国際連合公用語英語検定試験

情報処理推進機構

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定
○

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
○

記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
無

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

三重県

私立

四日市大学

経済

経済経営（2013年度新設予定）

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

英語分野
全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

実用英語検定試験
ビジネス英語検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
簿記検定試験
情報分野

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

Ｐ検

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定
ワープロ分野

日本商工会議所主催
全国経理教育協会主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

サイトの有・無

文書処理能力検定試験

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

推薦入試専門高校型で簿記（科目）を試験科目にしています

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

滋賀県

国立

滋賀大学

経済

全

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

英語分野
全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

英語検定試験

実用英語検定試験
ビジネス英語検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
簿記検定試験
情報分野

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）
○

日本国際連合協会主催

国際連合公用語英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

○

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催

Ｐ検

日本商工会議所主催

珠算・電卓分野

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催
ワープロ分野

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

http://www.shiga-u.ac.jp/
全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

京都府

私立

龍谷大学

経営

経営

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

英語分野
全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

実用英語検定試験
ビジネス英語検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

簿記検定試験
情報分野

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

○

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催

Ｐ検

日本商工会議所主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

ワープロ分野

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
http://www.ryukoku.ac.jp/admission2/index.php

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

京都府

私立

成美大学

経営情報

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

英語検定試験

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
簿記検定試験
情報分野

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）
○

日本国際連合協会主催

国際連合公用語英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

パソコン検定協会主催

○

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

○

マイクロソフトオフィススペシャリスト

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

電卓技能検定試験

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

日本漢字能力検定協会主催
ワープロ分野

全国経理教育協会主催

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

その他

インターネット検定

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済分野

ＰＣ検定試験

全国経理教育協会主催

全国商業高等学校協会主催

日本電卓技能検定協会主催

Ｐ検

専修学校教育振興会主催

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

英語分野

日本英語検定協会主催
○

学科名

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
○

記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

http://uv.seibi-gakuen.ac.jp
全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

京都府

私立

京都産業大学

経済

経済

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

英語分野
全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験
○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

日本商工会議所主催

簿記検定試験
情報分野

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

Ｐ検

全国経理教育協会主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
○

全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

ワープロ分野

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

日本国際連合協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
http://sgc.kyoto-su.ac.jp/

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

京都府

私立

同志社大学

商

商

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

英語分野
全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

実用英語検定試験
ビジネス英語検定試験

情報分野

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

○

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催

Ｐ検

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定
ワープロ分野
ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

珠算・電卓分野

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

簿記検定試験

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
無

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

京都府

私立

立命館大学

経営

経営

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

英語分野
全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

日本商工会議所主催

簿記検定試験
情報分野

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

Ｐ検

全国経理教育協会主催

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

ワープロ分野

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

国際連合公用語英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
無

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

京都府

私立

京都産業大学

経営

経営／ｿｰｼｬﾙ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ／会計ﾌｧｲﾅﾝｽ

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

英語分野
全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験
○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

日本商工会議所主催

簿記検定試験
情報分野

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

Ｐ検

全国経理教育協会主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
○

全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

ワープロ分野

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

日本国際連合協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
http://sgc.kyoto-su.ac.jp/

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

京都府

私立

京都産業大学

法

法律／法政策

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

英語分野
全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験
○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
簿記検定試験
情報分野

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

Ｐ検

日本国際連合協会主催

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
○

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

ワープロ分野

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

○

国際連合公用語英語検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
http://sgc.kyoto-su.ac.jp/

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

京都府

大学名

私立
簿記分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

京都産業大学
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定
○

※英米語、国際関係は除く

日本英語検定協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

日本商工会議所主催

学科名

外国語

英米語／ドイツ語／フランス語／中国語
／言語／国際関係

英語分野
全国商業高等学校協会主催

全国経理教育協会主催

税務会計能力検定試験

学部名

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験
○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
簿記検定試験
情報分野

○

※英米語、国際関係は除く

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

※英米語、国際関係は除く

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

※英米語、国際関係は除く

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

Ｐ検

日本国際連合協会主催

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
○

※英米語、国際関係は除く

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

ワープロ分野

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

○

国際連合公用語英語検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
http://sgc.kyoto-su.ac.jp/

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

京都府

私立

京都産業大学

文化

国際文化

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

実用英語検定試験

○

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

日本商工会議所主催

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

情報分野

○

ビジネス英語検定試験

税務会計能力検定試験
簿記検定試験

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

日本国際連合協会主催

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
○

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

ワープロ分野

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

○

国際連合公用語英語検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
http://sgc.kyoto-su.ac.jp/

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

大阪府

公立

大阪市立大学

商

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

英語分野
全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

情報分野
全国商業高等学校協会主催

英語検定試験

実用英語検定試験

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

国際連合公用語英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

○

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
Ｐ検

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催
ワープロ分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

文書処理能力検定試験

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

○

珠算・電卓分野

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

○

ビジネス英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
簿記検定試験

パソコン検定協会主催

学科名

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

サイトの有・無

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

大阪府

私立

大阪商業大学

総合経営

経営／商／公共経営

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

○

日本商工会議所主催

英語検定試験

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験
○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
簿記検定試験
情報分野

全国商業高等学校協会主催

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

パソコン検定協会主催

Ｐ検
ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

全国商業高等学校協会主催

ＩＴ活用能力検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

○
○

電卓技能検定試験

商業経済分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

○

珠算・電卓実務検定試験

○
○

その他

インターネット検定
ワープロ分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

そろばん検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）

マイクロソフトオフィススペシャリスト

日本商工会議所主催

珠算・電卓分野

日本電卓技能検定協会主催
○

○

ボキャブラリ英語検定

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験

○

国際連合公用語英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

英語分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
○

記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
無

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

大阪府

私立

大阪商業大学

経済

経済

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

○

日本商工会議所主催

英語検定試験

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験
○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
簿記検定試験
情報分野

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

日本国際連合協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

Ｐ検
ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

珠算・電卓分野
全国商業高等学校協会主催

ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

○
○

電卓技能検定試験

商業経済分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

○

珠算・電卓実務検定試験

○
○

その他

インターネット検定
ワープロ分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

そろばん検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）

○

ボキャブラリ英語検定

日本電卓技能検定協会主催
○

○

国際連合公用語英語検定試験

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

英語分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
○

記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
無

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

大阪府

私立

大阪学院大学

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

学部名

英語分野
全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

情報分野
全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験
○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

全国商業高等学校協会主催

ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験
電卓技能検定試験

ワープロ分野

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

日本漢字能力検定協会主催

ワープロ実務検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定
○
○

その他

インターネット検定

○

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

全国商業高等学校協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

全国経理教育協会主催

ボキャブラリ英語検定

日本電卓技能検定協会主催

Ｐ検

専修学校教育振興会主催

国際連合公用語英語検定試験

珠算・電卓分野

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験

日本商工会議所主催

○

日本国際連合協会主催

国際教育振興協会主催
○

パソコン検定協会主催

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

ケンブリッジ大学英語検定試験

情報処理技術者試験ITパスポート

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
○

キータッチ２０００検定試験

記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

文書処理能力検定試験

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

情報処理推進機構

全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

簿記検定試験

日本商工会議所主催

学科名

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項
○

サイトの有・無

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

大阪府

私立

阪南大学

経営情報学部

経営情報学科

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験
○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
簿記検定試験
情報分野

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

ＰＣ検定試験

ＩＴ活用能力検定試験

ワープロ分野

日本商工会議所主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験
電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

○
○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

○

記載されている検定以外の推薦基準がある
（ある場合のみ○）

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
○

キータッチ２０００検定試験
文書処理能力検定試験

全国商業高等学校協会主催

パソコン検定協会主催

ワープロ実務検定試験

○

そろばん検定試験

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

全国珠算教育連盟主催

全国商業高等学校協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）

インターネット検定

全国経理教育協会主催

珠算・電卓分野

商業経済分野

マイクロソフトオフィススペシャリスト

日本商工会議所主催

ボキャブラリ英語検定

日本電卓技能検定協会主催

Ｐ検

専修学校教育振興会主催

国際連合公用語英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催

日本国際連合協会主催

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験
パソコン検定試験

ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

http://www.hannan-u.ac.jp/

サイトの有・無

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

大阪府

私立

阪南大学

流通学部

流通学科

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験
○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
簿記検定試験
情報分野

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

ＰＣ検定試験

ＩＴ活用能力検定試験

ワープロ分野

日本商工会議所主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験
電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

○
○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

○

記載されている検定以外の推薦基準がある
（ある場合のみ○）

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
○

キータッチ２０００検定試験
文書処理能力検定試験

全国商業高等学校協会主催

パソコン検定協会主催

ワープロ実務検定試験

○

そろばん検定試験

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

全国珠算教育連盟主催

全国商業高等学校協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）

インターネット検定

全国経理教育協会主催

珠算・電卓分野

商業経済分野

マイクロソフトオフィススペシャリスト

日本商工会議所主催

ボキャブラリ英語検定

日本電卓技能検定協会主催

Ｐ検

専修学校教育振興会主催

国際連合公用語英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催

日本国際連合協会主催

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験
パソコン検定試験

ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

http://www.hannan-u.ac.jp/

サイトの有・無

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

大阪府

私立

阪南大学

経済学部

経済学科

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験
○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
簿記検定試験
情報分野

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

ＰＣ検定試験

ＩＴ活用能力検定試験

ワープロ分野

日本商工会議所主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験
電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

○
○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

○

記載されている検定以外の推薦基準がある
（ある場合のみ○）

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
○

キータッチ２０００検定試験
文書処理能力検定試験

全国商業高等学校協会主催

パソコン検定協会主催

ワープロ実務検定試験

○

そろばん検定試験

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

全国珠算教育連盟主催

全国商業高等学校協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）

インターネット検定

全国経理教育協会主催

珠算・電卓分野

商業経済分野

マイクロソフトオフィススペシャリスト

日本商工会議所主催

ボキャブラリ英語検定

日本電卓技能検定協会主催

Ｐ検

専修学校教育振興会主催

国際連合公用語英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催

日本国際連合協会主催

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験
パソコン検定試験

ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

http://www.hannan-u.ac.jp/

サイトの有・無

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

大阪府

私立

摂南大学

全学部

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

英語分野
全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

簿記検定試験
情報分野

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験
○

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

○

日本国際連合協会主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

○

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

ＰＣ検定試験

ＩＴ活用能力検定試験

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

○

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

ワープロ分野
ワープロ実務検定試験

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

○

その他
日本漢字能力検定協会主催

インターネット検定

日本商工会議所主催

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

全国商業高等学校協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

商業経済分野

マイクロソフトオフィススペシャリスト

全国経理教育協会主催

珠算・電卓分野

日本電卓技能検定協会主催

Ｐ検

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

学科名

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
○

キータッチ２０００検定試験

記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
http://www.setsunan.ac.jp/

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

○

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

大阪府

私立

関西大学

商

商

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

英語分野
全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験
○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

日本商工会議所主催

簿記検定試験
情報分野

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

Ｐ検

全国経理教育協会主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
○

全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

ワープロ分野

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

日本国際連合協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
無

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

大阪府

私立

大阪産業大学

経済

経済・国際経済

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

英語分野
全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験

実用英語検定試験

簿記検定試験
情報分野

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

日本国際連合協会主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

ワープロ分野

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

文書処理能力検定試験

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

○

ビジネス英語検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

日本商工会議所主催

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

サイトの有・無

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

大阪府

私立

大阪産業大学

経営

経営・商学

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

英語分野
全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
簿記検定試験
情報分野
全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催

Ｐ検

○

全国経理教育協会主催

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）
日本国際連合協会主催

○

国際連合公用語英語検定試験

ケンブリッジ大学英語検定試験
国際教育振興協会主催

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

ワープロ分野

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

文書処理能力検定試験

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

実用英語検定試験
ビジネス英語検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

日本商工会議所主催

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

サイトの有・無

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

大阪府

私立

大阪産業大学

人間環境学部

文化コミュニケーション・生活環境

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

実用英語検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

日本商工会議所主催

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

情報分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

ワープロ分野

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

文書処理能力検定試験

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

国際連合公用語英語検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

○

ビジネス英語検定試験

税務会計能力検定試験
簿記検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

サイトの有・無

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

大阪府

私立

大阪国際大学

ビジネス

経営デザイン

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験
○

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

英語分野

日本英語検定協会主催

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験

○

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

日本商工会議所主催

簿記検定試験
情報分野

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

Ｐ検

全国経理教育協会主催

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

ワープロ分野

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

○

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

○

その他
日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

国際連合公用語英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
無

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

大阪府

私立

大阪国際大学

ビジネス

経済ファイナンス

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験
○

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

英語分野

日本英語検定協会主催

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験

○

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

日本商工会議所主催

簿記検定試験
情報分野

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

Ｐ検

全国経理教育協会主催

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

ワープロ分野

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

○

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

○

その他
日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

国際連合公用語英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
無

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

大阪府

私立

大阪国際大学

現代社会

情報デザイン

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

実用英語検定試験
ビジネス英語検定試験

税務会計能力検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

日本商工会議所主催

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

簿記検定試験
情報分野

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）
日本国際連合協会主催

ケンブリッジ大学英語検定試験

○

国際教育振興協会主催

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

○

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験

日本商工会議所主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

そろばん検定試験
珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

○

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

マイクロソフトオフィススペシャリスト

日本漢字能力検定協会主催
ワープロ分野

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

その他

インターネット検定

全国商業高等学校協会主催

電卓技能検定試験

商業経済分野

○

ＩＴ活用能力検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

全国珠算教育連盟主催

日本電卓技能検定協会主催
○

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

国際連合公用語英語検定試験

○

情報処理推進機構

パソコン検定協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
○

記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
無

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

大阪府

私立

大阪国際大学

現代社会

法律政策

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ
ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

情報分野
情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

○

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

○

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験

全国経理教育協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

そろばん検定試験
珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

○

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

マイクロソフトオフィススペシャリスト

日本漢字能力検定協会主催
ワープロ分野

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

その他

インターネット検定

全国商業高等学校協会主催

電卓技能検定試験

商業経済分野

○

ＩＴ活用能力検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

全国珠算教育連盟主催

日本電卓技能検定協会主催
○

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

国際連合公用語英語検定試験

○

○

日本商工会議所主催

○

○

日本国際連合協会主催

情報処理技術者試験ITパスポート

Ｐ検

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

情報処理推進機構

パソコン検定協会主催

実用英語検定試験

○

日本商工会議所主催

全国商業高等学校協会主催

○

ビジネス英語検定試験

税務会計能力検定試験
簿記検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
○

記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
無

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

大阪府

私立

大阪国際大学

国際コミュニケーション

国際コミュニケーション

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

実用英語検定試験

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

ワープロ分野

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

○

その他
日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

○
○

日本商工会議所主催

情報分野

○

ビジネス英語検定試験

税務会計能力検定試験
簿記検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
無

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

大阪府

私立

大阪国際大学

人間科学部

心理コミュニケーション

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

実用英語検定試験
ビジネス英語検定試験

税務会計能力検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

日本商工会議所主催

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

簿記検定試験
情報分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

ワープロ分野

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

○

その他
日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
無

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

大阪府

私立

大阪経済法科大学

経済・法

経済・法律

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

簿記検定試験
情報分野

英語分野
全国商業高等学校協会主催

○

日本英語検定協会主催

○

日本商工会議所主催

実用英語検定試験

○
○

○

ＴＯＥＩＣ

○

※

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

○

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

○

情報処理検定試験

○

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

○

日本商工会議所主催

○

パソコン検定協会主催

○

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト

全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定
○

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

○

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

○

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

○

電卓技能検定試験

※

商業経済分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

○

全国商業高等学校協会主催

※

日本商工会議所主催

販売士検定試験

○

○

日本経済新聞社主催

日経テスト

※

※

商業経済検定試験

○

その他
日本漢字能力検定協会主催

ワープロ分野

日本商工会議所主催

珠算・電卓分野

日本電卓技能検定協会主催

インターネット検定

全国商業高等学校協会主催

○

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験

○

国際連合公用語英語検定試験

情報処理推進機構

日本商工会議所主催

○

ビジネス英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

Ｐ検

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト

ワープロ実務検定試験

○

記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）

キータッチ２０００検定試験

○

ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

文書処理能力検定試験

日本商工会議所主催

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

サイトの有・無

○
http://www.keiho-u.ac.jp/

全国商業高等学校協会主催

※

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

○
○

特記事項

○

※問い合わせがあれば検討

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

大阪府

私立

大阪経済大学

全学部（第２部経営学科除く）

全学科（第２部経営学科除く）

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

英語分野
全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

情報分野

実用英語検定試験
ビジネス英語検定試験

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

日本国際連合協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催

Ｐ検

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定
ワープロ分野

全国経理教育協会主催

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

電卓技能検定試験

全国商業高等学校協会主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

○

その他
日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

国際連合公用語英語検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
簿記検定試験

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

http://www.osaka-ue.ac.jp/
全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

大阪府

私立

大阪成蹊大学

マネジメント

マネジメント

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

日本英語検定協会主催
○

日本商工会議所主催

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験

○
○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
簿記検定試験
情報分野

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

Ｐ検

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定
ワープロ分野

日本商工会議所主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定
○

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

電卓技能検定試験

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

○

その他
日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

全国経理教育協会主催

日本国際連合協会主催

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

英語分野
全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定
○

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
http://univ.osaka-seikei.ac.jp

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

兵庫県

私立

姫路獨協大学

経済情報

経済情報

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

簿記検定試験
情報分野

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

○

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

英語分野

○

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験

○

ＴＯＥＩＣ

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

○
○

国際連合公用語英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

○

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

○

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

○

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

珠算・電卓実務検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験
電卓技能検定試験

商業経済分野
全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催
ワープロ分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

そろばん検定試験

日本電卓技能検定協会主催
○

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

珠算・電卓分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

http://www.himeji-du.ac.jp
全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

兵庫県

私立

流通科学大学

商・総合政策・サービス産業

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

○

日本英語検定協会主催

○

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

簿記検定試験
情報分野

○

英語分野

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験

ＴＯＥＩＣ

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

情報処理検定試験

○

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

○

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

ワープロ分野

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

○
○

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

日本漢字能力検定協会主催

ワープロ実務検定試験

○

そろばん検定試験

○
○

その他

インターネット検定

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

全国珠算教育連盟主催

全国商業高等学校協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）

全国商業高等学校協会主催

○

商業経済分野

ＰＣ検定試験

○

国際連合公用語英語検定試験

日本電卓技能検定協会主催

Ｐ検

専修学校教育振興会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

パソコン検定協会主催

学科名

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
○

記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
http://www.umds.ac.jp

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

兵庫県

私立

神戸学院大学

全

全

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

日本英語検定協会主催
○

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

簿記検定試験
情報分野

英語分野
全国商業高等学校協会主催

○

実用英語検定試験

日本商工会議所主催

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

○

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）

ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

ボキャブラリ英語検定

全国商業高等学校協会主催

○

そろばん検定試験
珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

ワープロ分野

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

○

電卓技能検定試験

商業経済分野
全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

全国珠算教育連盟主催

日本電卓技能検定協会主催
○

○

珠算・電卓分野

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験

○

国際連合公用語英語検定試験

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

日本商工会議所主催

○

ＴＯＥＩＣ

情報処理検定試験

Ｐ検

○

ビジネス英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

パソコン検定協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
http://www.kobegakuin.ac.jp/

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

兵庫県

私立

甲南大学

経営

経営

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

英語分野
全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
簿記検定試験
情報分野

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

Ｐ検

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定
ワープロ分野

全国経理教育協会主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

電卓技能検定試験

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

文書処理能力検定試験

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

国際連合公用語英語検定試験

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

日本国際連合協会主催

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

サイトの有・無

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

奈良県

私立

帝塚山大学

経営

経営

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

簿記検定試験
情報分野

英語分野
全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

○

日本商工会議所主催

○

ＴＯＥＩＣ

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

実用英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

○

○

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

ＰＣ検定試験
情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

○

そろばん検定試験

○

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

○

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

○

電卓技能検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

○

日本商工会議所主催

販売士検定試験

○

日本経済新聞社主催

日経テスト

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

ワープロ分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト

ワープロ実務検定試験

記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）

キータッチ２０００検定試験
文書処理能力検定試験

商業経済検定試験

その他
日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

商業経済分野

マイクロソフトオフィススペシャリスト

日本商工会議所主催

ボキャブラリ英語検定

日本電卓技能検定協会主催

インターネット検定

全国経理教育協会主催

国際連合公用語英語検定試験

珠算・電卓分野

日本商工会議所主催

Ｐ検

専修学校教育振興会主催

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催

○

ビジネス英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

サイトの有・無

○
無

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

島根県

公立

島根県立大学

総合政策

総合政策

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

実用英語検定試験

情報分野

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催

Ｐ検

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定
ワープロ分野

全国経理教育協会主催

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
○

全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

電卓技能検定試験

全国商業高等学校協会主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

国際連合公用語英語検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

○

ビジネス英語検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
簿記検定試験

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

http://www.u-shimane.ac.jp
全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

広島県

私立

広島経済大

経済

全

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

○

日本商工会議所主催

英語検定試験

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験
○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
簿記検定試験
情報分野

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）
○

日本国際連合協会主催

国際連合公用語英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

○

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催

全国経理教育協会主催

○

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト

○

インターネット検定

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験
電卓技能検定試験

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
○

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

○

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

日本漢字能力検定協会主催
ワープロ分野

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

珠算・電卓分野

日本電卓技能検定協会主催

Ｐ検

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

英語分野

記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
http://www.hue.ac.jp/

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

○
特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

広島県

公立

尾道市立大学

経済情報

経済情報

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験

実用英語検定試験
ビジネス英語検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

日本商工会議所主催

簿記検定試験
情報分野

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

ワープロ分野

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

国際連合公用語英語検定試験

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

文書処理能力検定試験
http://www.onomichi-u.ac.jp/guidance/selection̲h24.pdf

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

サイトの有・無

有

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項
上記資格者については、特別推薦（商業・総合学科等）において評定平均値が4.0以上から3.6以上

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

広島県

国立

広島大学

経済

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

実用英語検定試験
ビジネス英語検定試験

簿記検定試験
情報分野

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

○

日本国際連合協会主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
○

全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

ワープロ分野

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
http://www.hiroshima-u.ac.jp/index-j.html

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

昼間コース

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

日本商工会議所主催

日本商工会議所主催

経済

英語分野
全国商業高等学校協会主催

全国経理教育協会主催

税務会計能力検定試験

学科名

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

山口県

公立

下関市立大学

経済

経済・国際商

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

実用英語検定試験

情報分野

○

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

日本国際連合協会主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

○

日本商工会議所主催

珠算・電卓分野

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催

ＩＴ活用能力検定試験

電卓技能検定試験

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

日本漢字能力検定協会主催
ワープロ分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

文書処理能力検定試験

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

電卓計算能力検定試験

その他

マイクロソフトオフィススペシャリスト

日本商工会議所主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）

インターネット検定

全国経理教育協会主催

そろばん検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

全国珠算教育連盟主催

日本電卓技能検定協会主催

Ｐ検

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

○

ビジネス英語検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
簿記検定試験

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

特記事項

サイトの有・無

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

徳島県

私立

四国大学

経営情報

経営情報

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

○

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

○

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

○

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

英語検定試験

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験

情報分野
全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）
○

日本国際連合協会主催

○
国際連合公用語英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

パソコン検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

ＩＴ活用能力検定試験

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

販売士検定試験

○

日本経済新聞社主催

日経テスト

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

○
○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
○

キータッチ２０００検定試験
文書処理能力検定試験

商業経済検定試験

その他
日本漢字能力検定協会主催

ワープロ分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

○

インターネット検定

全国経理教育協会主催

○

電卓技能検定試験

○

マイクロソフトオフィススペシャリスト

○

珠算・電卓実務検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

そろばん検定試験

日本電卓技能検定協会主催

Ｐ検

専修学校教育振興会主催

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験

全国経理教育協会主催

○
○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
簿記検定試験

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

http://www.shikoku-u.ac.jp
全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

サイトの有・無

○
○
特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

愛媛県

私立

松山大学

経済

経済

簿記分野
全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野
全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

○

日本商工会議所主催

実用英語検定試験

ＴＯＥＩＣ

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

日本商工会議所主催

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

簿記検定試験

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
全国商業高等学校協会主催

○

日本商工会議所主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

ワープロ分野

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

○

ビジネス英語検定試験

税務会計能力検定試験

情報分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
http://www.matsuyama-u.ac.jp/

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

愛媛県

私立

松山大学

人文

英語英米文

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

実用英語検定試験

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

日本商工会議所主催

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

情報分野

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

ワープロ分野

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

○

珠算・電卓分野

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

○

ビジネス英語検定試験

税務会計能力検定試験
簿記検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

文書処理能力検定試験
http://www.matsuyama-u.ac.jp/

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

サイトの有・無

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

愛媛県

私立

松山大学

経営

経営

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

英語分野

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

○

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

○

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験

○
○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

日本商工会議所主催

簿記検定試験
情報分野

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

日本国際連合協会主催

○

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

○

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト

ワープロ分野
ワープロ実務検定試験

○

文書処理能力検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
○

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

○

電卓技能検定試験

日本商工会議所主催

日本漢字能力検定協会主催

日本商工会議所主催

○

その他

インターネット検定

○

そろばん検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

全国珠算教育連盟主催

日本電卓技能検定協会主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

○
国際連合公用語英語検定試験

ケンブリッジ大学英語検定試験

○

専修学校教育振興会主催

○

○

情報処理技術者試験ITパスポート

パソコン検定協会主催

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

情報処理推進機構

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

日本商工会議所主催

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

サイトの有・無

○
http://www.matsuyama-u.ac.jp/

全国商業高等学校協会主催

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

福岡県

私立

九州産業大学

商学部第一部／第二部

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

英語分野
全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

簿記検定試験
情報分野

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

○

○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○
○

日本国際連合協会主催

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
全国商業高等学校協会主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

全国商業高等学校協会主催
○

ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト

ワープロ分野
ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

日本漢字能力検定協会主催

日本商工会議所主催

電卓技能検定試験

○
○

その他

インターネット検定

○

そろばん検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

全国珠算教育連盟主催

日本電卓技能検定協会主催

Ｐ検

情報検定試験（Ｊ検定）

○

国際連合公用語英語検定試験

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験

全国経理教育協会主催

実用英語検定試験
ビジネス英語検定試験

国際教育振興協会主催
○

専修学校教育振興会主催

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

情報処理技術者試験ITパスポート

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

情報処理推進機構

パソコン検定協会主催

学科名

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
○

記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
http://www.kyusan-u.ac.jp/nyushi/outoline/recomen2.htm

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

福岡県

私立

福岡国際大学

国際コミュニケーション

国際コミュニケーション

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

実用英語検定試験
ビジネス英語検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
簿記検定試験
情報分野

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

Ｐ検

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定
ワープロ分野

全国経理教育協会主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

電卓技能検定試験

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

文書処理能力検定試験

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

珠算・電卓分野

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項
公募推薦の出願資格「資格を有している者又は検定試験で合格した者」

サイトの有・無

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

福岡県

私立

西南学院大学

商学部

商学科

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

英語分野
全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

実用英語検定試験
ビジネス英語検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
簿記検定試験
情報分野

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

Ｐ検

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定
ワープロ分野

全国経理教育協会主催

日本商工会議所主催

そろばん検定試験
珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

電卓技能検定試験

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある
（ある場合のみ○）

キータッチ２０００検定試験
文書処理能力検定試験

全国商業高等学校協会主催

パソコン検定協会主催

ワープロ実務検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

全国珠算教育連盟主催

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

珠算・電卓分野

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験
パソコン検定試験

ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

http://www.ｓｅｉｎａｎ−ｇｕ.ac.jp/

サイトの有・無

有

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

佐賀県

国立

佐賀大学

学務部入試課

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

情報分野

実用英語検定試験
ビジネス英語検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催

Ｐ検

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定
ワープロ分野

全国経理教育協会主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

そろばん検定試験
珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

電卓技能検定試験

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

文書処理能力検定試験

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

全国珠算教育連盟主催

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

珠算・電卓分野

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
簿記検定試験

日本商工会議所主催

学科名

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

サイトの有・無

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

大分県

国立

大分大学

経済

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語分野

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

全国商業高等学校協会主催

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験
○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

簿記検定試験
情報分野

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催

Ｐ検

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

珠算・電卓分野

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

ワープロ分野

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

文書処理能力検定試験

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

学科名

特記事項

サイトの有・無

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

宮崎県

私立

宮崎産業経営大学

経営

経営

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

日本英語検定協会主催
○

日本商工会議所主催

○

実用英語検定試験

○

ビジネス英語検定試験
○

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）
簿記検定試験
情報分野

○

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

○

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

○

日本国際連合協会主催

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

○

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

○

国際教育振興協会主催

ボキャブラリ英語検定

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

○

情報処理技術者試験基本情報技術者

○

全国商業高等学校協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

○

日本商工会議所主催

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催

Ｐ検
ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催
全国経理教育協会主催

情報検定試験（Ｊ検定）

電卓計算能力検定試験

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

○

電卓技能検定試験

商業経済分野
全国商業高等学校協会主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

○
○

その他
日本漢字能力検定協会主催

ワープロ分野

日本商工会議所主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

日本商工会議所主催

インターネット検定

全国商業高等学校協会主催

○

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

○

ＩＴ活用能力検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

○

マイクロソフトオフィススペシャリスト

全国経理教育協会主催

珠算・電卓分野

日本電卓技能検定協会主催
○

○

国際連合公用語英語検定試験

情報処理推進機構

日本商工会議所主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

ＴＯＥＩＣ

税務会計能力検定試験
日本商工会議所主催

英語分野
全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定
○

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
○

記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

○

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

サイトの有・無

文書処理能力検定試験
無

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定調査（回答用紙）
都道府県名

設置者（国立・公立・私立）

大学名

学部名

学科名

鹿児島県

国立

鹿児島大学

法文

経済情報

簿記分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

全国商業高等学校協会主催

簿記実務検定試験

○

全国商業高等学校協会主催

会計実務検定試験

英語分野
全国商業高等学校協会主催
日本英語検定協会主催

全国経理教育協会主催

簿記能力検定試験

日本商工会議所主催

全国経理教育協会主催

計算実務能力検定試験

ＴＯＥＩＣ

実用英語検定試験
ビジネス英語検定試験

税務会計能力検定試験

ＴＯＥＦＬ（ＣＢＴ）

日本商工会議所主催

ＴＯＥＦＬ（ＰＢＴ）

簿記検定試験
情報分野

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ＴＯＥＦＬ（ＩＢＴ）

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験プログラミング部門

ケンブリッジ大学英語検定試験

全国商業高等学校協会主催

情報処理検定試験ビジネス情報部門

国際教育振興協会主催

情報処理推進機構

情報処理技術者試験ITパスポート

情報処理推進機構

情報処理技術者試験基本情報技術者

情報処理推進機構

情報処理技術者試験応用情報技術者

情報処理推進機構 高度試験
ITｽﾄﾗﾃｼﾞｽﾄ試験・ﾈｯﾄﾜｰｸｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験
情報ｾｷｭﾘﾃｨｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ｼｽﾃﾑｱｰｷﾃｸﾄ試験・ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬ試験
ｴﾝﾃﾞﾍﾞｯﾄｼｽﾃﾑｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ試験・ITｻｰﾋﾞｽﾏﾈｰｼﾞｬ試験・ｼｽﾃﾑ監査技術者試験
パソコン検定協会主催
日本商工会議所主催

Ｐ検

全国経理教育協会主催

○

日本国際連合協会主催

国際連合公用語英語検定試験

ボキャブラリ英語検定

珠算・電卓分野
全国商業高等学校協会主催

日本商工会議所主催

情報検定試験（Ｊ検定）
ＩＴ活用能力検定試験

マイクロソフトオフィススペシャリスト
インターネット検定

そろばん検定試験

全国珠算教育連盟主催

珠算検定

全国経理教育協会主催

電卓計算能力検定試験

日本電卓技能検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

ワープロ分野

日本商工会議所主催

ワープロ実務検定試験

キータッチ２０００検定試験

全国経理教育協会主催

電卓技能検定試験
推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

商業経済検定試験

日本商工会議所主催

販売士検定試験

日本経済新聞社主催

日経テスト
その他

日本漢字能力検定協会主催

全国商業高等学校協会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

珠算・電卓実務検定試験

商業経済分野

ＰＣ検定試験

専修学校教育振興会主催

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

英語検定試験

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定

漢字能力検定

推薦入学・特別枠選抜等の制度に関わる資格・検定 ビジネス日本語能力テスト
記載されている検定以外の推薦基準がある（ある場合のみ○）
ご回答に関する情報を記載した公式サイトの有無

※下欄にトップページのＵＲＬをご記入願います

文書処理能力検定試験
http://www.kagoshima-u.ac.jp/

全国商業高等学校協会主催
日本商工会議所主催

サイトの有・無

パソコン入力スピード認定試験

ビジネスキーボード認定試験

特記事項

有

