
明治大学  ＜国際バカロレア（IB)を活用した入試概要＞      

※掲載内容はあくまでもポイントをまとめたものになりますので、 出願される前に必ず募集要項をご確認ください。 

入試名称： 法学部 海外就学者特別入学試験 

大学のIB入試のアピールポイント（入試課記入）： 

 

４月入学 １０月入学 

学部名 

 

法学部   

対象者  

 

  

出願資格 

※IBスコア

も含む 

 

(1)次の出願資格①～③の要件を全て満たす者 

① 日本国籍を有する者又は入管法(注1)による

「永住者」若しくは入管特例法(注2）による

「特別永住者」 

の在留資格を持つ者 

（注1）「入管法」とは，「出入国管理及び難民

認定法」の略 

（注2）「入管特例法」とは，「日本国との平和

条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入

国管理に関する特例法」の略 

 

② 海外に居住し，次のア～ウのいずれかに該当

する者 

ア 海外において外国の教育課程に基づく高等学

校に，最終学年を含め2学年以上在籍し，且つ，

卒業（修了）又は卒業（修了）見込みの者。た

だし，国内外問わず通常の12年の学校教育課程

を2020年4月1日から2022年3月31日までに卒業

（修了）又は卒業（修了）見込みの者に限る。 

イ 海外において外国の12年の学校教育課程を修

了した者に準ずる者で，文部科学大臣の指定し

た者 

ウ 海外において外国の教育課程に基づく教育を

受けた期間が満8歳から満17歳の間で通算4年以

上の者で，国内外問わず通常の12年の学校教育

課程を2022年3月までに卒業（修了）又は卒業

（修了）見込みの者。ただし，卒業（修了）し

た者については，入学時までに卒業（修了）後

の経過年数が1年未満である者とする。 

 

③ 次のア～ウのうち，いずれか１つ以上の証明

書を提出できる者 

ア 2020年4月1日以降に取得したIBディプロマ及

びIB最終試験6科目の成績証明書（国際バカロレ

ア資格取得者のみ） 

イ 2020年4月1日以降に取得した大学入学資格試

験，統一試験の結果に関する証明書 

・イギリス：GCE，Advanced level 2科目(日本

語を除く)以上に合格(評価E以上)していること 

・ドイツ：Abitur試験に合格していること 

・フランス：Baccalauréat試験に合格している

こと 

※上記以外の大学入学資格試験及び統一試験の

場合は，その試験結果に関する証明書を提出し

てください。 

※出願期間内に国家試験等の書類を提出できな

い場合は，ア又はウの書類を提出してくださ

  



い。 

ウ 次の要件を満たしている外国語検定試験の証

明書 

TOEFLⓇ： 

iBT61点以上のOfficial Score Report 

※2019年7月1日から2021年6月30日までに受験し

たもの。 

※TOEFL iBT® Special Home Edition のスコア

も可とする。 

※Test Date スコアのみ可（ MyBest ™スコアは

不可） 

※TOEFLⓇITP，TOEFLⓇCBTのスコアは認めな

い。 

Goethe-Institut： 

Ｂ１レベル以上合格 

※2019年7月1日から2021年6月30日までに受験し

たもの。 

DELF・DALF： 

DELF Ｂ１（ジュニア・一般）レベル以上合格 

TCF： 

Ｂ１レベル以上合格 

※2019年7月1日から2021年6月30日までに受験し

たもの。 

 

 

 

 

募集人数 10   

選抜方法 第一次選考：出願資格の判定のほか志願者の入

学資格に関して総合的な判定を行います。 

 

第二次選考：第一次選考合格者に対し，筆記

試験及び面接等を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出願期間 2021年8月18日（水）～8月24日（火）   

選抜期日 9月25日（土）   

合格発表日 10月1日（金）   

備考    

入試要項 https://www.meiji.ac.jp/exam/reference/6t5h7p00000burkr-att/tk_youkou_22_1.pdf 

 

 

問合せ先 明治大学 法学部事務室 

TEL 03-3296-4152 FAX 03-3296-4346 

hogaku@mics.meiji.ac.jp 

 

 

 

 



明治大学  ＜国際バカロレア（IB)を活用した入試概要＞      

※掲載内容はあくまでもポイントをまとめたものになりますので、 出願される前に必ず募集要項をご確認ください。 

入試名称： 公募制特別入学試験（大学入学共通テスト利用） 国際バカロレア認定部門 

大学のIB入試のアピールポイント（入試課記入）： 

 

４月入学 １０月入学 

学部名 

 

商学部   

対象者    

出願資格 

※IBスコア

も含む 

 

(1) 高等学校（特別支援学校の高等部を含む）

もしくは中等教育学校を2021年4月1日から2022

年3月31日までに卒業または卒業見込みの者 

(2) 学校教育法第1条に規定されている学校で

「国際バカロレア（ＩＢ）」認定校を2021年4月

1日から2022年3月31日までに卒業または卒業見

込みの者で、ディプロマ・プログラム（ＤＰ）

のカリキュラムを学習している者 

  

募集人数 5名   

選抜方法 大学入学共通テストの総合点で合否判定を行

う。 

 

試験教科・科目・配点 

 

『国語』近代以降の文章のみ，大学入学共通テ

ストの配点100点とする。 

  

『英語』，『ドイツ語』，『フランス語』から1

科目を選択。 

『英語』は，リスニングを含む大学入学共通テ

ストの配点200点を250点に換算する。 

『ドイツ語』・『フランス語』は，大学入学共

通テストの配点200点を250点に換算する。 

 

「世界史B」，「日本史B」，「地理B」，「現代

社会」，「倫理」，「政治・経済」，『倫理，

政治・経済』，『数学Ⅰ・数学A』，『数学Ⅱ・

数学B』 から1科目を選択。 

2科目以上を受験した場合には，高得点の科目の

成績を合否判定に利用する。 

 

合計 450点 

  

出願期間 １２月中旬   

選抜期日 大学入学共通テスト試験日   

合格発表日 ２月中旬   

備考    

入試要項 https://www.meiji.ac.jp/exam/reference/6t5h7p00000burkr-att/tc2_youkou_22.pdf 

問合せ先 明治大学 商学部事務室 入試担当 

TEL： 03-3296-4159  E-Mail：shogaku@mics.meiji.ac.jp 

 



明治大学  ＜国際バカロレア（IB)を活用した入試概要＞      

※掲載内容はあくまでもポイントをまとめたものになりますので、 出願される前に必ず募集要項をご確認ください。 

入試名称：グローバル型特別入学試験 

大学のIB入試のアピールポイント（入試課記入）： 

 

４月入学 １０月入学 

学部名 政治経済学部   

対象者 政治経済学部の留学プログラム等を通して国際社会の

リーダーとして活躍しうる人材を育成するためにすで

に高度な語学力と高い意識柔軟な思考力を有する学

生。 

  

出願資格 

※IBスコア

も含む 

 

①本学部での勉学を強く希望する者 

②次のア～クのいずれかを満たす者 

ア．高等学校（特別支援学校の高等部を含む）もし

くは中等教育学校を 2020年4月1日から 2022年3

月31日までに卒業（修了）又は卒業（修了）見込

みの者。 

イ．通常の教育課程による12年の学校教育を2020年 

4月1日から2022年3月31日までに修了又は修了見

込みの者。 

ウ．外国において，学校教育における12年の課程を

2020年4月1日から2022年3月31日までに修了又は

修了見込みの者。 

エ．文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程又

は 相当する課程 を有するものとして認定又は 

指定した在外教育施設の当該課程を2020年4月1日

から2022年3月31日までに修了又は修了見込みの

者。 

オ．専修学校の高等課程（修業年限が3年以上であ

ること，その他の文部科学大臣が定める基準を満

たす者に限る。）で文部科学大臣が 別に指定す

るものを文部科学大臣が定める日以降に2020年4

月1日から2022年3月31日までに修了又は修了見込

みの者。 

カ．文部科学大臣が指定した者 

（例）国際バカロレア（ IB ）の Diploma を2020

年4月1日から2022年3月31日までに取得又は取

得見込みの者。但し本入学試験に合格した場合

でもIB Diplomaの最終試験でDiploma が取得で

きなかった場合は入学資格を失います。 

キ．高等学校卒業程度認定試験に2020年4月1日から 

2022年3月31日までに合格又は合格見込みで，202 

2年3月31日までに18歳に達する者。 

ク．本学において，個別の入学資格審査により，高

等学校を卒業した者と同等以上の学力がある本学

において，個別の入学資格審査により，高等学校

を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

でと認めた者で2022年3月31日までにまでに18歳

に達する者。歳に達する者。 

③以下のいずれかの外国語検定試験の基準を満たす者 

詳細は「入学試験要項4ページ確認」 

  

募集人数 35名（政治10名，経済20名，地域行政5名）   

選抜方法 「総合（日本語）」と「口頭試問（日本語）」の試験

科目により総合的に判断します。 

  

出願期間 2021年9月1日（水）～9月7日（火）   

選抜期日 2021年10月2日（土）   



合格発表日 2021年11月21日（金）   

備考    

入試要項 https://www.meiji.ac.jp/seikei/exam/6t5h7p0000341fog-att/tg_youkou_22.pdf 

 

問合せ先 政治経済学部事務室（駿河台） 

TEL03-3296-4173 FAX03-3296-4348 E-mail：seikei@mics.meiji.ac.jp 

 

      

 

https://www.meiji.ac.jp/seikei/exam/6t5h7p0000341fog-att/tg_youkou_22.pdf
mailto:seikei@mics.meiji.ac.jp


明治大学 ＜国際バカロレア（IB)を活用した入試概要＞      

※掲載内容はあくまでもポイントをまとめたものになりますので、 出願される前に必ず募集要項をご確認ください。 

入試名称：総合型選抜 自己推薦特別入学試験 

大学のIB入試のアピールポイント（入試課記入）： 

 

４月入学 １０月入学 

学部名 

 

国際日本学部   

対象者  

 

  

出願資格 

※IBスコア

も含む 

 

（1）本学部での勉学を強く希望し，第一志望と

して入学を志す者  

（注）当入試制度で合格した場合は本学部に入

学することを前提として，他大学・他学部との

併願を認めます。 

 

（2）国際バカロレア資格証書（International 

Baccalaureate Diploma）を取得済み，または各

年度3 

月 31 日までに取得見込の者（入学手続きまで

にフルディプロマを取得していることが必要） 

 

（3）英語資格・検定試験において所定の基準を

満たす者 

 

  

募集人数 6名 

※この6名には，IB資格者以外の募集人員も含む 

  

選抜方法 第一次選考 

・提出された出願書類に基づき選考 

 

第二次選考 

・小論文 

・口頭試問 

 

 

 

 

 

  

出願期間 9月下旬   

選抜期日 11月下旬   

合格発表日 12月中旬   

備考    

入試要項 https://www.meiji.ac.jp/exam/reference/tgansho.html 

 

 

問合せ先 所 在 地： 〒164-8525 東京都中野区中野 4-21-1  

電 話： 03-5343-8000（代表）  

             03-5343-8045（中野教務事務室国際日本学部）  

ホームページ： https://www.meiji.ac.jp/nippon/ 

 

      


