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資

格

関

係

CEFR B1以上
準１級以上
プロフェッショナル

日本数学検定協会 
日本工業英語協会 
日本漢字能力検定協会 準１級以上
日本商工会議所 １級
日本商工会議所 ２級以上
東京商工会議所 １級 
 ＩＣＴプロフィシエンシー検定協会 １級
国際文化カレッジ １級
厚生労働省 ２級
電気技術者試験センター 第１種
電気技術者試験センター 第３種以上
電気通信国家試験センター 総合種
電気通信国家試験センター 総合種
情報処理推進機構
情報処理推進機構
情報処理推進機構 

産業環境管理協会 ２種
日本環境測定分析協会

□英語外部検定
□実用数学技能検定 
□技術英語能力検定 
□日本漢字能力検定 
□珠算能力検定（日商） 
□簿記検定（日商） 
□カラーコーディネーター検定
□ＩＣＴプロフィシエンシー検定（P検）
□レタリング技能検定 
□技能検定 
□電気工事士 
□電気主任技術者 
□工事担任者（AI） 
□工事担任者（DD） 
□応用情報技術者試験 
□基本情報技術者試験 
□情報セキュリティスペシャリスト
（情報処理安全確保支援士試験〈SC〉）
□公害防止管理者（大気・水質） 
□環境計量士 
□色彩検定 色彩検定協会 １級

CEFR A2
２級 
準プロフェッショナル
２級 
１級 

日本数学検定協会 
日本工業英語協会 
日本漢字能力検定協会 
全国珠算教育連盟 
日本商工会議所 ２級 
日本商工会議所 ３級 
日本商工会議所 １級 
日本商工会議所 １級 
東京商工会議所 ２級 
 ＩＣＴプロフィシエンシー検定協会 ２級
国際文化カレッジ １級 
中央工学校生涯学習センター １級 
国際文化カレッジ ２級 
厚生労働省 ３級 
電気通信国家試験センター １種 
電気通信国家試験センター １種 
情報処理推進機構 
産業環境管理協会 ４種 
全国建築ＣＡＤ連盟 準１級 
色彩検定協会 ２級 
CG-ARTS協会 エキスパート
CG-ARTS協会 エキスパート
CG-ARTS協会 エキスパート
CG-ARTS協会 エキスパート
CG-ARTS協会 エキスパート
全国工業高等学校長協会 １級 
全国工業高等学校長協会 １級 
全国工業高等学校長協会 １級 
全国商業高等学校協会 １級 
全国商業高等学校協会 １級 
全国商業高等学校協会 １級 

□英語外部検定
□実用数学技能検定 
□技術英語能力検定 
□日本漢字能力検定 
□珠算能力検定（全珠） 
□珠算能力検定（日商） 
□簿記検定（日商） 
□ＰＣ検定（日商） 
□ビジネス英語検定（日商） 
□カラーコーディネーター検定
□ＩＣＴプロフィシエンシー検定（P検）
□ディジタル技術検定 
□トレース技能検定 
□レタリング技能検定 
□技能検定 
□工事担任者（AI） 
□工事担任者（DD） 
□ＩＴパスポート試験 
□公害防止管理者（大気・水質） 
□建築CAD検定 
□色彩検定 
□ＣＧクリエイタｰ検定 
□ＣＧエンジニア検定 
□ＷＥＢデザイナー検定 
□画像処理エンジニア検定 
□マルチメディア検定 
□計算技術検定 
□情報技術検定 
□リスニング英語検定 
□情報処理検定 
□珠算・電卓実務検定 
□簿記実務検定 
□商業経済検定 全国商業高等学校協会 １級 

CEFR A1
準２級
２級
準２級
２級

日本数学検定協会 
日本工業英語協会 
日本漢字能力検定協会 
全国珠算教育連盟 
日本商工会議所 ３級
日本商工会議所 ４級・初級
日本商工会議所 ２級
日本商工会議所 ２級
東京商工会議所 ３級
 ＩＣＴプロフィシエンシー検定協会 準２級
中央工学校生涯学習センター ２級
国際文化カレッジ ３級
電気技術者試験センター 第２種
電気通信国家試験センター ２・３種
電気通信国家試験センター ２・３種
日本無線協会 第一級
消防試験研究センター 乙種４類
全国建築ＣＡＤ連盟 ２級
色彩検定協会 ３級
CG-ARTS協会 ベーシック
CG-ARTS協会 ベーシック
CG-ARTS協会 ベーシック
CG-ARTS協会 ベーシック
CG-ARTS協会 ベーシック
全国工業高等学校長協会 ２級
全国工業高等学校長協会 ２級
全国工業高等学校長協会 ２級
全国商業高等学校協会 ２級
全国商業高等学校協会 ２級
全国商業高等学校協会 ２級
全国商業高等学校協会 ２級

□英語外部検定
□実用数学技能検定 
□技術英語能力検定 
□日本漢字能力検定 
□珠算能力検定（全珠） 
□珠算能力検定（日商） 
□簿記検定（日商） 
□ＰＣ検定（日商） 
□ビジネス英語検定（日商） 
□カラーコーディネーター検定 
□ＩＣＴプロフィシエンシー検定（P検）
□トレース技能検定 
□レタリング技能検定 
□電気工事士 
□工事担任者（AI） 
□工事担任者（DD） 
□アマチュア無線技士 
□危険物取扱者 
□建築CAD検定 
□色彩検定 
□ＣＧクリエイタｰ検定 
□ＣＧエンジニア検定 
□ＷＥＢデザイナー検定 
□画像処理エンジニア検定 
□マルチメディア検定 
□計算技術検定 
□情報技術検定 
□リスニング英語検定 
□情報処理検定 
□珠算・電卓実務検定 
□簿記実務検定 
□商業経済検定 
□ビジネス文書実務検定 全国商業高等学校協会 １級

３級日本数学検定協会 
日本工業英語協会 ３級

３級
３級
３級
３級
３級
２級
３級
第二級
丙種
３級
３級
３級
３級
３級
３級
３級
２級

□実用数学技能検定 
□技術英語能力検定 
□日本漢字能力検定 
□珠算能力検定（全珠） 
□ＰＣ検定（日商） 
□ビジネス英語検定（日商） 
□ＩＣＴプロフィシエンシー検定（P検）
□ディジタル技術検定 
□トレース技能検定 
□アマチュア無線技士 
□危険物取扱者 
□建築CAD検定 
□計算技術検定 
□情報技術検定 
□情報処理検定 
□珠算・電卓実務検定 
□簿記実務検定 
□商業経済検定 
□ビジネス文書実務検定 
□環境社会（ｅｃｏ）検定 

日本漢字能力検定協会 
全国珠算教育連盟 
日本商工会議所 
日本商工会議所 
ＩＣＴプロフィシエンシー検定協会 
国際文化カレッジ 
中央工学校生涯学習センター 
日本無線協会 
消防試験研究センター 
全国建築ＣＡＤ連盟 
全国工業高等学校長協会 
全国工業高等学校長協会 
全国商業高等学校協会 
全国商業高等学校協会 
全国商業高等学校協会 
全国商業高等学校協会 
全国商業高等学校協会 
東京商工会議所 

ランク 資格検定等の名 団称 体 基準 件数 件数ランク 資格検定等の名 団称 体 基準

Ａ

Ｂ

Ｄ

Ｃ

初級

赤枠のみ記入

注意事項

１．記載事項がない場合でも必ず提出してください｡
２．記載事項を証明する書類を添付してください。

注意事項

注意事項

Ａ

出 願 番 号

志 望 学 部 ・ 学 科

ＤＣＢ ＊１ ＊２ ＊３

志 願 者 氏 名

高等学校学部

フリガナ

学 校 名

学科

（１）団体競技の場合は出場チームの登録選手であること
（２）全国・東北大会等は県予選を経た大会であること
（３）東北大会等とは、東北大会・関東大会等のブロック大会であること
（４）同一大会の成績は最高の成績のみ記入すること
（５）主将又は部長は出願時10人以上で構成するクラブ（部）の主将（部長）であること
（６）主催、大会規模、出場時学年を記入すること

＊東北大会等に個人又は団体で出場した者
＊都道府県大会の個人成績16位以内の者
＊都道府県大会の団体成績８位以内の者

＊学校公認クラブ（部）の主将又は部長を経験し
　た者（１年以上）
＊武道の段位２段以上

＊学校公認クラブ（部）に３年間継続して真面目
　に取り組んだ者

＊全国大会に個人又は団体で出場した者

＊東北大会等の個人又は団体成績８位以内の者

件数該 当 活 動 記 録 記 入 欄基 準

Ａ

Ｄ

Ｂ

Ｃ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

＊生徒会の会長又は副会長を経験した者
＊学校公認クラブ（部）の部長を経験した者
　（１年以上）
＊体育（文化）祭の実行委員長を経験した者
＊囲碁又は将棋の段位２段以上の者
＊都道府県大会のコンクール、研究発表会に個人
　又は団体で入賞した者

＊ボーイ（ガール）スカウト・リーダーを経験し
　た者
＊ボランティア活動に３年間継続して真面目に
　取り組んだ者
＊学校公認クラブ（部）に３年間継続して真面目
　に取り組んだ者

（１）コンクール、研究発表会は公的機関又はこれに準じる機関の主催するものであること
（２）全国・東北大会等は県予選を経た大会であること
（３）東北大会等とは、東北大会・関東大会等のブロック大会であること
（４）同一大会の成績は最高の成績のみ記入すること
（５）留学は高校在学時のものに限る
（６）部長は、出願時５人以上で構成するクラブ（部）の部長であること
（７）主催、大会（コンクール）規模、出場（入賞）時学年を記入すること

追記事項記載欄（本表の資格・活動歴等に該当しない事項等を記入）

体

育

関

係

ランク

文

化

関

係

件数該 当 活 動 記 録 記 入 欄基 準ランク

活動記録報告書

＊チーム成績にとらわれず個人的に卓越した能力を
有する者で、出身高校の校長および本学の課外
活動顧問が推薦する者。
＊全国大会の個人又は団体成績８位以内の者

＊チーム成績にとらわれず個人的に卓越した
能力を有する者で、出身高校の校長および
本学の課外活動顧問が推薦する者。
＊全国大会のコンクール、研究発表会に個人で
入賞し、特に優れた成績を修めた者
＊公費により留学を経験した者（１年以上）
＊全国大会のコンクール、研究発表会に個人で
出場、又は団体で入賞した者
＊東北大会等のコンクール、研究発表会に個人で
入賞した者
＊私費により留学を経験した者（６カ月以上）

＊東北大会等のコンクール、研究発表会に個人で
出場、又は団体で入賞した者
＊国外研修を経験した者（２週間以上）

（１）ジュニアマイスターゴールド、ジュニアマイスターシルバー称号取得は追記事項記載欄に記入すること
（２）資格（検定）は取得の時期を問わない
（３）同一資格（検定）は上位の級（種）のみ記入すること
（４）該当資格等に　　を付すること
（５）英語外部検定は公式スコアのみ利用できるものとし、CEFR レベルはスコアを取得した当時のものを

適用することとする。また、実用英語技能検定は合格した級のスコアを対象とする。
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資

格

関

係

CEFR B1以上
準１級以上
プロフェッショナル

日本数学検定協会 
日本工業英語協会 
日本漢字能力検定協会 準１級以上
日本商工会議所 １級
日本商工会議所 ２級以上
東京商工会議所 １級 
 ＩＣＴプロフィシエンシー検定協会 １級
国際文化カレッジ １級
厚生労働省 ２級
電気技術者試験センター 第１種
電気技術者試験センター 第３種以上
電気通信国家試験センター 総合種
電気通信国家試験センター 総合種
情報処理推進機構
情報処理推進機構
情報処理推進機構 

産業環境管理協会 ２種
日本環境測定分析協会

□英語外部検定
□実用数学技能検定 
□技術英語能力検定 
□日本漢字能力検定 
□珠算能力検定（日商） 
□簿記検定（日商） 
□カラーコーディネーター検定
□ＩＣＴプロフィシエンシー検定（P検）
□レタリング技能検定 
□技能検定 
□電気工事士 
□電気主任技術者 
□工事担任者（AI） 
□工事担任者（DD） 
□応用情報技術者試験 
□基本情報技術者試験 
□情報セキュリティスペシャリスト
（情報処理安全確保支援士試験〈SC〉）
□公害防止管理者（大気・水質） 
□環境計量士 
□色彩検定 色彩検定協会 １級

CEFR A2
２級 
準プロフェッショナル
２級 
１級 

日本数学検定協会 
日本工業英語協会 
日本漢字能力検定協会 
全国珠算教育連盟 
日本商工会議所 ２級 
日本商工会議所 ３級 
日本商工会議所 １級 
日本商工会議所 １級 
東京商工会議所 ２級 
 ＩＣＴプロフィシエンシー検定協会 ２級
国際文化カレッジ １級 
中央工学校生涯学習センター １級 
国際文化カレッジ ２級 
厚生労働省 ３級 
電気通信国家試験センター １種 
電気通信国家試験センター １種 
情報処理推進機構 
産業環境管理協会 ４種 
全国建築ＣＡＤ連盟 準１級 
色彩検定協会 ２級 
CG-ARTS協会 エキスパート
CG-ARTS協会 エキスパート
CG-ARTS協会 エキスパート
CG-ARTS協会 エキスパート
CG-ARTS協会 エキスパート
全国工業高等学校長協会 １級 
全国工業高等学校長協会 １級 
全国工業高等学校長協会 １級 
全国商業高等学校協会 １級 
全国商業高等学校協会 １級 
全国商業高等学校協会 １級 

□英語外部検定
□実用数学技能検定 
□技術英語能力検定 
□日本漢字能力検定 
□珠算能力検定（全珠） 
□珠算能力検定（日商） 
□簿記検定（日商） 
□ＰＣ検定（日商） 
□ビジネス英語検定（日商） 
□カラーコーディネーター検定
□ＩＣＴプロフィシエンシー検定（P検）
□ディジタル技術検定 
□トレース技能検定 
□レタリング技能検定 
□技能検定 
□工事担任者（AI） 
□工事担任者（DD） 
□ＩＴパスポート試験 
□公害防止管理者（大気・水質） 
□建築CAD検定 
□色彩検定 
□ＣＧクリエイタｰ検定 
□ＣＧエンジニア検定 
□ＷＥＢデザイナー検定 
□画像処理エンジニア検定 
□マルチメディア検定 
□計算技術検定 
□情報技術検定 
□リスニング英語検定 
□情報処理検定 
□珠算・電卓実務検定 
□簿記実務検定 
□商業経済検定 全国商業高等学校協会 １級 

CEFR A1
準２級
２級
準２級
２級

日本数学検定協会 
日本工業英語協会 
日本漢字能力検定協会 
全国珠算教育連盟 
日本商工会議所 ３級
日本商工会議所 ４級・初級
日本商工会議所 ２級
日本商工会議所 ２級
東京商工会議所 ３級
 ＩＣＴプロフィシエンシー検定協会 準２級
中央工学校生涯学習センター ２級
国際文化カレッジ ３級
電気技術者試験センター 第２種
電気通信国家試験センター ２・３種
電気通信国家試験センター ２・３種
日本無線協会 第一級
消防試験研究センター 乙種４類
全国建築ＣＡＤ連盟 ２級
色彩検定協会 ３級
CG-ARTS協会 ベーシック
CG-ARTS協会 ベーシック
CG-ARTS協会 ベーシック
CG-ARTS協会 ベーシック
CG-ARTS協会 ベーシック
全国工業高等学校長協会 ２級
全国工業高等学校長協会 ２級
全国工業高等学校長協会 ２級
全国商業高等学校協会 ２級
全国商業高等学校協会 ２級
全国商業高等学校協会 ２級
全国商業高等学校協会 ２級

□英語外部検定
□実用数学技能検定 
□技術英語能力検定 
□日本漢字能力検定 
□珠算能力検定（全珠） 
□珠算能力検定（日商） 
□簿記検定（日商） 
□ＰＣ検定（日商） 
□ビジネス英語検定（日商） 
□カラーコーディネーター検定 
□ＩＣＴプロフィシエンシー検定（P検）
□トレース技能検定 
□レタリング技能検定 
□電気工事士 
□工事担任者（AI） 
□工事担任者（DD） 
□アマチュア無線技士 
□危険物取扱者 
□建築CAD検定 
□色彩検定 
□ＣＧクリエイタｰ検定 
□ＣＧエンジニア検定 
□ＷＥＢデザイナー検定 
□画像処理エンジニア検定 
□マルチメディア検定 
□計算技術検定 
□情報技術検定 
□リスニング英語検定 
□情報処理検定 
□珠算・電卓実務検定 
□簿記実務検定 
□商業経済検定 
□ビジネス文書実務検定 全国商業高等学校協会 １級

３級日本数学検定協会 
日本工業英語協会 ３級

３級
３級
３級
３級
３級
２級
３級
第二級
丙種
３級
３級
３級
３級
３級
３級
３級
２級

□実用数学技能検定 
□技術英語能力検定 
□日本漢字能力検定 
□珠算能力検定（全珠） 
□ＰＣ検定（日商） 
□ビジネス英語検定（日商） 
□ＩＣＴプロフィシエンシー検定（P検）
□ディジタル技術検定 
□トレース技能検定 
□アマチュア無線技士 
□危険物取扱者 
□建築CAD検定 
□計算技術検定 
□情報技術検定 
□情報処理検定 
□珠算・電卓実務検定 
□簿記実務検定 
□商業経済検定 
□ビジネス文書実務検定 
□環境社会（ｅｃｏ）検定 

日本漢字能力検定協会 
全国珠算教育連盟 
日本商工会議所 
日本商工会議所 
ＩＣＴプロフィシエンシー検定協会 
国際文化カレッジ 
中央工学校生涯学習センター 
日本無線協会 
消防試験研究センター 
全国建築ＣＡＤ連盟 
全国工業高等学校長協会 
全国工業高等学校長協会 
全国商業高等学校協会 
全国商業高等学校協会 
全国商業高等学校協会 
全国商業高等学校協会 
全国商業高等学校協会 
東京商工会議所 

ランク 資格検定等の名 団称 体 基準 件数 件数ランク 資格検定等の名 団称 体 基準

Ａ

Ｂ

Ｄ

Ｃ

初級

赤枠のみ記入

注意事項

１．記載事項がない場合でも必ず提出してください｡
２．記載事項を証明する書類を添付してください。

注意事項

注意事項

Ａ

出 願 番 号

志 望 学 部 ・ 学 科

ＤＣＢ ＊１ ＊２ ＊３

志 願 者 氏 名

高等学校学部

フリガナ

学 校 名

学科

（１）団体競技の場合は出場チームの登録選手であること
（２）全国・東北大会等は県予選を経た大会であること
（３）東北大会等とは、東北大会・関東大会等のブロック大会であること
（４）同一大会の成績は最高の成績のみ記入すること
（５）主将又は部長は出願時10人以上で構成するクラブ（部）の主将（部長）であること
（６）主催、大会規模、出場時学年を記入すること

＊東北大会等に個人又は団体で出場した者
＊都道府県大会の個人成績16位以内の者
＊都道府県大会の団体成績８位以内の者

＊学校公認クラブ（部）の主将又は部長を経験し
　た者（１年以上）
＊武道の段位２段以上

＊学校公認クラブ（部）に３年間継続して真面目
　に取り組んだ者

＊全国大会に個人又は団体で出場した者

＊東北大会等の個人又は団体成績８位以内の者

件数該 当 活 動 記 録 記 入 欄基 準

Ａ

Ｄ

Ｂ

Ｃ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

＊生徒会の会長又は副会長を経験した者
＊学校公認クラブ（部）の部長を経験した者
　（１年以上）
＊体育（文化）祭の実行委員長を経験した者
＊囲碁又は将棋の段位２段以上の者
＊都道府県大会のコンクール、研究発表会に個人
　又は団体で入賞した者

＊ボーイ（ガール）スカウト・リーダーを経験し
　た者
＊ボランティア活動に３年間継続して真面目に
　取り組んだ者
＊学校公認クラブ（部）に３年間継続して真面目
　に取り組んだ者

（１）コンクール、研究発表会は公的機関又はこれに準じる機関の主催するものであること
（２）全国・東北大会等は県予選を経た大会であること
（３）東北大会等とは、東北大会・関東大会等のブロック大会であること
（４）同一大会の成績は最高の成績のみ記入すること
（５）留学は高校在学時のものに限る
（６）部長は、出願時５人以上で構成するクラブ（部）の部長であること
（７）主催、大会（コンクール）規模、出場（入賞）時学年を記入すること

追記事項記載欄（本表の資格・活動歴等に該当しない事項等を記入）

体

育

関

係

ランク

文

化

関

係

件数該 当 活 動 記 録 記 入 欄基 準ランク

活動記録報告書

＊チーム成績にとらわれず個人的に卓越した能力を
有する者で、出身高校の校長および本学の課外
活動顧問が推薦する者。
＊全国大会の個人又は団体成績８位以内の者

＊チーム成績にとらわれず個人的に卓越した
能力を有する者で、出身高校の校長および
本学の課外活動顧問が推薦する者。

＊全国大会のコンクール、研究発表会に個人で
入賞し、特に優れた成績を修めた者
＊公費により留学を経験した者（１年以上）
＊全国大会のコンクール、研究発表会に個人で
出場、又は団体で入賞した者
＊東北大会等のコンクール、研究発表会に個人で
入賞した者
＊私費により留学を経験した者（６カ月以上）

＊東北大会等のコンクール、研究発表会に個人で
出場、又は団体で入賞した者
＊国外研修を経験した者（２週間以上）

（１）ジュニアマイスターゴールド、ジュニアマイスターシルバー称号取得は追記事項記載欄に記入すること
（２）資格（検定）は取得の時期を問わない
（３）同一資格（検定）は上位の級（種）のみ記入すること
（４）該当資格等に　　を付すること
（５）英語外部検定は公式スコアのみ利用できるものとし、CEFR レベルはスコアを取得した当時のものを

適用することとする。また、実用英語技能検定は合格した級のスコアを対象とする。


