ランク分野資格・検定資格コード一覧表（学費免除特典ランク一覧表）
ﾗﾝｸ 分野

資格・検定等

S コンピュータ 経済産業省 応用情報技術者試験
商業

語学

資 格 免除
コード 金額

S01 100万

ﾗﾝｸ 分野
E

工業

全国工業高等学校長協会 ジュニアマイスターシルバー E01

商業

日本商工会議所 簿記検定 3 級

日本商工会議所 簿記検定 1 級

S02

全国経理教育協会 簿記能力検定上級

S03

全国商業高等学校協会の１級検定３種目以上取得者 E03

TOEIC スコア 800 点以上

S04

日本商工会議所 リテールマーケティング（販売士）検定 3 級 E04

※１

日本英語検定協会 実用英語技能検定１級 S05

日本数学検定協会 数学検定 ２級

その他 日本漢字能力検定協会 日本漢字能力検定１級 S06
A コンピュータ 経済産業省 基本情報技術者試験

保育福祉 全国高等学校家庭科教育振興会

A01 30 万

商業

全国商業高等学校協会の１級検定 6 種目以上取得者 A02

学歴

大学院卒業 ※ 2

日本商工会議所 簿記検定 2 級

語学

A03

E05
E06

E08

その他 推薦入試受験者（高校評定平均 3.5 以上  欠席 15 日以内） E09
F

日本商工会議所 リテールマーケティング（販売士）検定 １級 B03

語学

E02

日本英語検定協会 実用英語技能検定 準２級 E07
TOEIC スコア 400 点以上

B02

農業

日本農業技術検定協会 日本農業技術検定 ３級以上 F01

学歴

短大・専門学校卒業 ※ 2

その他 日本漢字能力検定協会 日本漢字能力検定 ２級 F03

日本英語検定協会 実用英語技能検定 準１級 B05

推薦入試受験者（高校評定平均 3.0 以上  欠席 15 日以内） F04

保育福祉 東京商工会議所 福祉住環境コーディネーター検定 １級 B06

社会人経験１年以上

その他 推薦入試受験者（高校評定平均 4.5 以上  欠席 15 日以内） B07

色彩検定協会 色彩検定 2 級

F06

柔道または剣道 2 段以上

F07

工業

語学

経済産業省 第一種電気工事士

C01 15 万

F05

※3

C02

G コンピュータ マイクロソフト オフィススペシャリスト（MOS） G01

全国工業高等学校長協会 ジュニアマイスターゴールド C03

日本情報処理検定協会 情報処理技能検定 表計算 １級 G02

日本英語検定協会 実用英語技能検定 ２級 C04

日本情報処理検定協会 情報処理技能検定 データベース １級 G03

TOEIC スコア 550 点以上

全国工業高等学校長協会 情報技術検定 ２級 G04

C05

農業

全国農業高等学校長協会 アグリマイスター顕彰ゴールド以上 C06

学歴

大学卒業 ※ 2

工業

コンピュータソフトウェア協会主催 CAD 利用技術者試験 ２級 G06

その他 日本漢字能力検定協会 日本漢字能力検定 準１級 C08

コンピュータソフトウェア協会主催 3 次元 CAD 利用技術者試験 ２級 G07

工業

商業

農業

経済産業省 第二種電気工事士

商業

日本商工会議所 珠算能力検定 2 級

G08

D02

全国経理教育協会 電卓計算能力検定 １級以上 G09

全国工業高等学校長協会 計算技術検定 1 級 D03

全国経理教育協会 簿記能力検定試験 １級 G10

日本商工会議所 リテールマーケティング（販売士）検定 ２級 D04

実務技能検定協会 秘書検定 ２級

G11

全国商業高等学校協会の１級検定４種目以上取得者 D05

日本数学検定協会 数学検定 準２級

G12

FFJ 検定上級以上

D06

保育福祉 介護職員初任者研修修了者（ホームヘルパー） G13

日本農業技術検定協会 日本農業技術検定 ２級以上 D07

東京商工会議所 福祉住環境コーディネーター検定 ２級 G14

保育福祉 介護福祉士
全国高等学校家庭科教育振興会

D08

2万

全国工業高等学校長協会 計算技術検定 ２級 G05

C07

D コンピュータ 全国工業高等学校長協会 情報技術検定 １級 D01 10 万

3万

F02

全国商業高等学校協会の１級検定５種目以上取得者 B04

C コンピュータ 経済産業省 IT パスポート試験

5万

保育技術検定 3 級 4 科目合格

B コンピュータ 経済産業省 情報セキュリティマネジメント試験 B01 20 万
商業

資 格 免除
コード 金額

資格・検定等

その他 日本漢字能力検定協会 日本漢字能力検定 準２級 G15

D09

皆勤 （高等学校 3 年間）

※4

G16

保育技術検定 2 級 4 科目中 2 科目合格
その他 救急救命士

D10

2022 年度 公務員一次試験（教養試験）合格者 D11
動物

愛玩動物飼養管理士 2 級

D12

※１ １年次 50 万、２年次 50 万円を校納金より免除いたします。
※２ 卒業（見込）証明書の提出が必要となります。
※３ 2023 年 3 月 31 日時点で社会人経験 1 年以上の者が対象となります。
※４ 2022 年度 高等学校卒業見込み者は対象外となります。
注１）大学・短大・専門学校卒（見込み）対象、社会人対象の者は、ランク D（10 万円免除）までとなります。
（大学院卒・大卒を除く）

注２）１年制出願者は、ランクＣ（15 万円免除）までとなります。（大学院卒を除く）
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