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1 北海道 国立 北海道大学 国際総合入試 平成29年度から実施 ②一部の学部

総合教育部

※2年次進級時に学部へ移行。移行
対象は全学部（文学部、教育学部、

法学部、経済学部、理学部、医学

部、歯学部、薬学部、工学部、農学

部、獣医学部、水産学部）

②ＩＢ資格者以外も対象
総合入試文系　　5名
総合入試理系　10名

・出願時にスコアが見込み点の場合には、条件付き合格とする
※条件付き合格の場合は、指定期日までに、「IB最終試験の成績
証明書」と「IB最終試験6科目の成績評価証明書」を提出する。
なお，上記の証明書の提出ができない場合や令和4年3月31日まで
に国際バカロレア資格を取得できない場合は、合格取り消しにな
る。また、合計点及び各科目の得点が出願時の見込みの得点より
も下回った場合は、合格を取り消すことがある。

https://www.hokudai.ac.jp/admission/facul
ty/international/

2 宮城 国立 東北大学 国際バカロレア入試 平成29年度 ②一部の学部
文学部・理学部・医学部医学科・

工学部・農学部／法学部・薬学部
①ＩＢ資格者のみを対象

下記URLのp.8~参考

https://www.tnc.tohoku.ac.jp/images/yoko/r4Baccalaureate.pdf
若干名

3 宮城 私立 東北福祉大学 総合型選抜Ⅰ・Ⅱ期 平成29年度 ①全学部

総合福祉学部
総合マネジメント学部

教育学部
健康科学部

②ＩＢ資格者以外も対象
English　B　HL　4以上
English　B　SL　5以上

総合福祉 82名　
総合マネジメント 26名　

教育学部 32名　
健康科学部 34名

https://www.tfu.ac.jp/admissions/2022-
sougou.html

4 秋田 国立 秋田大学 国際バカロレア入学試験

平成３１年度

（国際文化学部・

理工学部）

令和３年度

（教育文化学部）

②一部の学部

国際資源学部

教育文化学部

理工学部

①ＩＢ資格者のみを対象

【国際資源学部】

国際バカロレア資格の取得において，次のア及びイに該当する者

ア　言語Ａを「英語」によりＨＬ（Higher Level）で履修した成績評価が４以上の者，又は言語Ｂについて「英語」をＨＬ
（Higher Level）で履修した成績評価が４以上の者

イ　本学の指定する次表の科目を履修し，必要な成績評価を修めた者

○資源政策コース：個人と社会（第３グループ）から１科目（ＨＬで成績評価が４以上）

○資源地球科学コース：数学（ＨＬで成績評価が４以上）／物理，化学，生物から１科目（ＨＬで成績評価が４以上）

○資源開発環境コース：数学（ＨＬで成績評価が４以上）／物理，化学，生物から１科目（ＨＬで成績評価が４以上）

【教育文化学部】

国際バカロレア資格の取得において，次のアおよびイに該当する者

ただし，イに該当する科目はアに該当する科目と別科目とする。

ア 言語Ａを「日本語」によりＨＬ（Higher Level）で履修した成績評価が４以上の者，または言語Ｂについて「日本語」をＨＬ
で履修した成績評価が６以上の者

イ 本学の指定する次表の科目を履修し，必要な成績評価を修めた者
○学校教育課程　教育実践コース：第１～６グループから１科目（ＨＬで成績評価が４以上）

○学校教育課程　英語教育コース，理数教育コース，特別支援教育コース，こども発達コース：第１～５グループから１科目

（ＨＬで成績評価が４以上）

○地域文化学科：第１グループまたは第３グループから１科目（ＨＬで成績評価が４以上）

【理工学部】

国際バカロレア資格の取得において，次のアおよびイに該当する者

ア　言語Ａを日本語により履修した者，または言語Ｂについて「日本語」を履修した者

イ　本学の指定する次表の科目を履修した者

○生命科学コース：物理，化学，生物から１科目（ＨＬ）

○応用化学コース：物理，化学から１科目（ＨＬ）

○材料理工学コース：物理，化学から１科目（ＨＬ）

○数理科学コース：数学（ＨＬまたはＦＨＬ）

○電気電子工学コース：数学（ＨＬまたはＦＨＬ）／物理（ＨＬ）

○人間情報工学コース：数学（ＨＬまたはＦＨＬ）

○機械工学コース：数学（ＨＬまたはＦＨＬ）／物理（ＨＬ）

○土木環境工学コース：数学（ＨＬまたはＦＨＬ）／物理（ＨＬ）

若干名

【国際資源学部】
　国際バカロレア資格取得見込みで出願した者が合格となった場合
は，国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレア資格証書の写し
及びＩＢ最終試験６科目の成績評価証明書を令和４年（2022年）２月
14日（月）までに提出すること。
　国際バカロレア資格証書の写し及びＩＢ最終試験６科目の成績評価
証明書を期限までに本学が受領できない場合又は国際バカロレア資
格を取得見込みで出願した者が，令和４年（2022年）３月までに国際
バカロレア資格を取得できない場合は，合格取消となる。
　また，国際バカロレア資格の取得見込みで出願した者で，合計点及
び各科目の得点が出願時の見込みの得点よりも下回った場合は，合
格を取り消す場合がある。
【教育文化学部】
　国際バカロレア資格取得見込みで出願した者が合格となった場合
は，国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレア資格証書の写し
及びＩＢ最終試験６科目の成績評価証明書を後日提出すること。令和
４年（2022年）３月までに出願資格を満たしていない場合は，合格取
消となる。
【理工学部】
　国際バカロレア資格を取得見込みで出願した者が令和４年（2022
年）3月までに国際バカロレア資格を取得できない場合は，合格取消と
なる。

https://www.akita-
u.ac.jp/honbu/exam/ex_kind.html

5 秋田 公立 国際教養大学
総合選抜型入試Ⅰ

総合選抜型入試Ⅱ
平成24年度から実施 ①全学部 国際教養学部 ②ＩＢ資格者以外も対象

総合選抜型入試Ⅰ：10名
総合選抜型入試Ⅱ：5名

総合選抜型入試I：４月入学
総合選抜型入試II：９月入学

https://web.aiu.ac.jp/adm_news/293/

日本語ページ　

https://www.uaizu.ac.jp/materials/

英語ページ　

https://www.uaizu.ac.jp/en/materials/

コンピュータ理工学部 ②ＩＢ資格者以外も対象 若干名

【出願要件】

(1)国際バカロレア(IB)において、6科目のうち数
学及び理科（生物、化学または物理）のHigher
Level
(2)次のいずれかの英語資格試験の成績証明書
を提出できる者

a) TOEFL(iBT), b) TOEIC, c) 英検, d) IELTS
ただし、上記の英語資格試験以外のスコアの提

出を希望する者、上記の英語資格試験を受験で

きない事情がある者は、出願前に本学に問い合

わせ、指示された書類を提出すること。また、英

語による教育を行う高等学校において3年以上
の教育を受けた者は、その旨を記載した学校長

からの証明書をもって上記英語資格試験の証明

書に代えることができる。

6 福島 公立 会津大学
ICTグローバルプログラム全

英語コース入試
平成28年度から実施 ①全学部

学部名 対象者

（①ＩＢ資格者のみを対象

②ＩＢ資格者以外も対象）

求めるIBスコア基準
※募集要項等で公表している場合

募集人数 備考 関連URL

国際バカロレア（IB）を活用した大学入学者選抜例（令和3年12月時点）
【注】
・日本の学校の卒業生を対象としているものを掲載しています（いわゆる帰国生や留学生に対象を限定しているものを除く）。
・本資料は各大学へのアンケートに基づき文部科学省にて作成した資料（令和元年12月現在）の更新版として各大学からの回答を元に作成しております。必ずしも全ての情報を網羅しているわけではありません。また、実際の出願等にあたっては、各大学より最新の情報を入手してください。
・この資料での試験開始実施年度は、入学年度ではなく、試験が行われる年度として掲載しています。（例：令和3年度実施試験＝令和3年3月までに実施される試験のこと）　（表記について：ベージュ色ハイライト←令和3年10月以前調べ）

所在

地

国公

私

大学名 入試名称 試験導入年度 対象学部

（①全学部

②一部の学部）
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7 茨城 国立 筑波大学 国際バカロレア特別入試 平成26年度から実施 ①全学部

人文・文化学群、社会・国際学群、

人間学群、生命環境学群、理工学

群、情報学群、医学群、体育専門学

群、芸術専門学群

①ＩＢ資格者のみを対象 科目の指定を募集要項にて公表 若干名（医学群医学類は3名） 出願時にスコアが見込点の場合には、条件付き合格とする
https://www.tsukuba.ac.jp/admission/unde
rgrad-list-guidebooks/

8 埼玉 私立 浦和大学 総合型選抜 2022 ①全学部 こども学部社会学部 ②ＩＢ資格者以外も対象 若干名
http://www.urawa.ac.jp/boshu_yoko/html
5.html#page=33

アメリカ留学（ASP）特待生
入試

平成28年度から実施 ②一部の学部

商学部、経済学部、言語コミュニ

ケーション学部、国際関係学部、人

間社会学部

IB資格者以外も対象
特待生Ａ　 5 名
特待生Ｂ　20 名

（IB資格者以外の対象者も含む）

国際バカロレア資格を2021 年4 月から2022年3 月31 日までに取得
または取得見込みの者。

https://www.tiu.ac.jp/entrance_examinati
on/special/faculty/application/pdf/2022/yo
ukou_gakubu.pdf

特定校特待生入試

(一般コース)
平成28年度から実施 ②一部の学部

商学部、経済学部、言語コミュニ

ケーション学部、国際関係学部、人

間社会学部

IB資格者以外も対象

特待生Ａ　10 名
特待生Ｂ　20 名
特待生Ｃ　70 名

（IB資格者以外の対象者も含む）

https://www.tiu.ac.jp/entrance_examinati
on/special/faculty/application/pdf/2022/yo
ukou_tokutei.pdf

特定校特待生入試

(グローバルデータサイエン
スコース)

令和3年度から実施 ②一部の学部 商学部 IB資格者以外も対象

特待生Ａ　8 名
特待生Ｂ　8 名
特待生Ｃ　8 名

（IB資格者以外の対象者も含む）

https://www.tiu.ac.jp/entrance_examinati
on/special/faculty/application/pdf/2022/yo
ukou_tokutei.pdf

イングリッシュ・トラッ

ク・プログラム学部入試(4
月入学）

平成３０年度から実

施
②一部の学部

経済学部

国際関係学部
IB資格者以外も対象

ビジネス・エコノミクス：45名
デジタルビジネスアンドイノベーション：35名

国際関係：30名
https://www.tiu.ac.jp/etrack/

イングリッシュ・トラッ

ク・プログラム学部入試(9
月入学）

平成３０年度から実

施
②一部の学部

経済学部

国際関係学部
IB資格者以外も対象

ビジネス・エコノミクス：80名
デジタルビジネスアンドイノベーション：80名

国際関係：60名
https://www.tiu.ac.jp/etrack/

10 埼玉 私立 日本工業大学 国際バカロレア入試 平成27年度から実施 全学部

基幹工学部

先進工学部

建築学部

IB資格者のみを対象 成績評価が 4 以上の方 若干名

11 埼玉 私立 武蔵野学院大学 特待生選抜一般選抜 令和2年度 ①全学部 国際コミュニケーション学部 ②ＩＢ資格者以外も対象 30名（特待生選抜及び一般選抜全体で）
https://www.musashino.ac.jp/mgu/admissi
on/requirement/

12 千葉 私立 明海大学
総合型選抜

（AO一般型）
平成28年度より実施 ②一部の学部

ホスピタリティ・ツーリズム学部

ホスピタリティ・ツーリズム学科

グローバル・マネジメント メ
ジャー

②ＩＢ資格者以外も対象 5名
国際バカロレア資格（ディプロマ・プログラム）の取得に当た

り、所定のカリキュラムをすべて英語で履修している場合は、思

考力・判断力テストを免除する。

https://www.meikai.ac.jp/03applicant/

9 埼玉 私立 東京国際大学
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13 東京 国立 お茶の水女子大学 総合型選抜（新フンボルト入試） 平成28年度から実施 ①全学部
文教育学部 （文教育学部芸術・表
現行動学科を除く）、理学部、生活

科学部

②ＩＢ資格者以外も対象 なし

文系学科全体で 12 名（文教育学部の人文科学科、
言語文化学科、人間社会科学科

及び生活科学部の人間生活学科、心理学科）

理学部数学科(3 名)、
物理学科(3 名)、
化学科(2 名)、
生物学科(5 名)、
情報科学科(7 名)

生活科学部食物栄養学科(2 名)、
人間・環境科学科(2 名)

IBは活報告書の添付資料として提出できる https://www.ao.ocha.ac.jp/ao/index.html

14 東京 国立 東京大学 学校推薦型選抜 平成27年度から実施 ②一部の学部 法学部，教養学部，工学部 ②ＩＢ資格者以外も対象 45人程度（学校推薦型選抜全体で）
・高等学校長の推薦が必要（IBは推薦要件に合致することを証明
する資料の一例としている）

・大学入学共通テスト、書類選考、面接等試験を通し総合的に判

断

https://www.u-
tokyo.ac.jp/ja/admissions/undergraduate/e
01_28.html

15 東京 国立
東京医科歯科大

学

特別選抜Ⅰ（国際バカロレ

ア選抜）
平成29年度から実施 ①全学部 医学部、歯学部 ①ＩＢ資格者のみを対象

国際バカロレア資格の取得において，以下の各学科・専攻が指定する科目を履修した者とす

る。ただし，歯学部歯学科，歯学部口腔保健学科口腔保健衛生学専攻及び歯学部口腔保健学

科口腔保健工学専攻については，必要な成績評価を修めた者とする。

【医学部医学科】

① 日本語A（HL 又はSL）又は日本語B（HL）
② 数学（HL）
③ 物理，化学，生物から2 科目（いずれか1 科目はHL）
【医学部保健衛生学科看護学専攻】

① 日本語A（HL 又はSL）又は日本語B（HL）
② 物理，化学，生物から1 科目（HL 又はSL）
【医学部保健衛生学科検査技術学専攻】

① 日本語A（HL 又はSL）又は日本語B（HL）
② 物理，化学，生物から1 科目（HL 又はSL）
【歯学部歯学科】

① 日本語A（HL 成績評価4 以上又はSL 成績評価4 以上）
② 数学（HL 成績評価4 以上）
③ 物理，化学，生物から1 科目（HL 成績評価4 以上）
【歯学部口腔保健学科口腔保健衛生学専攻】

① 日本語A（HL 成績評価4 以上又はSL 成績評価4 以上）
② 数学，物理，化学，生物から1 科目（HL 成績評価3 以上又はSL 成績評価5 以上）
【歯学部口腔保健学科口腔保健工学専攻】

① 日本語A（HL 成績評価4 以上又はSL 成績評価4 以上）
② 数学，物理，化学，生物から1 科目（SL 成績評価4 以上）

若干名（医学科のみ2名） ・出願時にスコアが見込み点の場合には、条件付き合格とする
https://www.tmd.ac.jp/admissions/faculty
2/system/special2/

16 東京 国立 東京外国語大学 帰国生等特別推薦選抜 平成27年度から実施 ①全学部

言語文化学部

国際社会学部

国際日本学部

②ＩＢ資格者以外も対象 若干名

※国内IB校も対象とする
※国内にある国際的な評価団体（WASC、CIS、ACSI）の認定を受
けた教育施設も対象とする

※国内にある外国人学校も対象とする

http://www.tufs.ac.jp/admission/navi/exa
m/guidelines/

17 東京 国立 東京学芸大学

全選抜方式

（一般選抜、学校推薦型選

抜、スーパーアスリート推

薦選抜、高大接続プログラ

ム）

令和３年度 ①全学部

教育学部【初等教育教員養成課程

（A類）、中等教育教員養成課程
（B類）、特別教育教員養成課程
（C類）、養護教育教員養成課程
（D類）、教育支援課程（E類）

②ＩＢ資格者以外も対象

一般選抜：前期722名、後期162名
学校推薦型選抜：116名、スーパーアスリート推薦
選抜：10名、高大接続プログラム：若干名

18 東京 国立 東京藝術大学
外国教育課程出身者特別入

試

平成28年度から実施
（平成29年４月入

学）

②一部の学部 音楽学部 ②ＩＢ資格者以外も対象 若干名（一般入試の募集人員に含む）

https://admissions.geidai.ac.jp/wp/wp-
content/uploads/2021/07/20210728geidai
nyuusi.pdf

19 東京 公立

東京都立大学

（旧首都大学東

京）

SAT/ACT・IB入試 平成29年度 ②一部の学部 理学部生命科学科 ②ＩＢ資格者以外も対象
６科目中に化学、生物、物理のいずれか２科目、及び数学を含んでいる

こと（レベルは問わない。

SAT/ACT方式　２名
IB方式　２名

出願時に資格が取得見込みの場合には、条件付き合格とする。

入学者選抜要項・学生募集要項掲載

URL
https://www.tmu.ac.jp/entrance/faculty/a
pplication_guideline.html
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20 東京 私立 青山学院大学 自己推薦入学者選抜

【A】文学部（英米文
学科）

【B】地球社会共生学
部

②一部の学部
【A】文学部（英米文学科）
【B】地球社会共生学部

②ＩＢ資格者以外も対象 なし
文学部 約30名

地球社会共生学部 約31名
取得見込み者は除く。

（入学者選抜要項）

https://www.aoyama.ac.jp/admission/und
ergraduate/request/request.html

「外国高等学校出身者」お

よび「海外帰国生徒」対象

入学

平成24年度以前から
実施

②一部の学部 法学部、経済学部、文学部、理学部 ②ＩＢ資格者以外も対象 各学科若干名
https://www.univ.gakushuin.ac.jp/admissio
ns/info/returnedstudent/index.html

総合型選抜（AO) 平成27年度から実施 ②一部の学部 国際社会科学部 ②ＩＢ資格者以外も対象 IB 最終試験6 科目、24 ポイント以上の者。 20名
https://www.univ.gakushuin.ac.jp/admissio
ns/info/ao/index.html

22 東京 私立 慶應義塾大学
国際バカロレア資格取得者

（日本国内）対象入学試験
平成26年度から実施 ②一部の学部 法学部（法律学科・政治学科） ①ＩＢ資格者のみを対象 なし 20名（帰国生対象入学試験と併せて） ・見込み点での出願は認めない

https://www.keio.ac.jp/ja/admissions/exa
minations/ib/

23 東京 私立 工学院大学 国際バカロレア特別入試 平成27年度から実施 全学部

先進工学部、工学部、建築学部、情

報学部

※ただし先進工学部機械理工学科航

空理工学専攻の募集はありません。

IB資格者のみを対象 若干名
・IB資格を取得見込みで出願した方が、＜指定期日＞までに資格
を取得できない場合は、入学を許可しない。

https://www.kogakuin.ac.jp/admissions/re
quirement/method/recom/kokusai-b.html

ユニヴァーサル・アドミッ

ションズ

4月入学帰国生入学試験

平成24度以前から実
施

①全学部 教養学部 ②ＩＢ資格者以外も対象 N/A ユニヴァーサル・アドミッションズ全体で120名
出願時にIBDP取得見込の場合には合格後に最終結果の提出が必
要。

https://www.icu.ac.jp/admissions/undergr
aduate/exam/returnees/

Universal Admissions: 
English Language Based 

Admissions
 (April/September Entry)

平成24度以前から実
施

※令和3年度入試より
名称変更

出願時にIBDP取得見込の場合には合格後に最終結果の提出が必
要。

https://www.icu.ac.jp/en/admissions/unde
rgraduate/engdoc/

総合型選抜

（IB認定校対象）
令和3年度入試より同

方式を導入
①ＩＢ資格者のみを対象

N/A
※「日本語 A」（HL・SLいずれか）を履修済み（または履修中）であるこ

とが必要。

総合型選抜全体で

65名
出願時にIBDP取得見込の場合には合格後に最終結果の提出が必
要。

https://www.icu.ac.jp/admissions/undergr
aduate/exam/special/

21 東京 私立 学習院大学

24 東京 私立 国際基督教大学
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25 東京 私立 芝浦工業大学
国際バカロレア特別入学者

選抜
2018年度 ①全学部

工学部

システム理工学部

デザイン工学部

建築学部

①ＩＢ資格者のみを対象 若干名

国際バカロレア資格取得見込み者は、合格後に資格証書、成績評

価証明書の提出が必要。資格を取得できなかった場合は合格取り

消しとなる。

https://admissions.shibaura-
it.ac.jp/admission/exam_special/internatio
nal_baccalaureate.html

https://med.juntendo.ac.jp/admission/undergrad
uate/test/global/international_baccalaureate.ht
ml

https://med.juntendo.ac.jp/admission/und
ergraduate/boshuyoko.html

https://www.juntendo.ac.jp/ila/exam/soug
ou-1.html

https://www.juntendo.ac.jp/ila/exam/soug
ou-2.html

①国際バカロレア（IB)入学
試験 第2期募集

2016年度 ②一部の学部

文学部、総合人間科学部、法学部、

経済学部、外国語学部、総合グロー

バル学部、理工学部

①ＩＢ資格者のみを対象 若干名
https://www.sophia.ac.jp/jpn/admissions/g
akubu_ad/2022ib2.html

②国際教養学部入学試験 2011年度 ②一部の学部 国際教養学部 ②ＩＢ資格者以外も対象 145名
https://www.sophia.ac.jp/jpn/admissions/g
akubu_ad/fla/index.html

③SPSF入学試験 2019年度 ②一部の学部
総合人間科学部、経済学部、総合グ

ローバル学部
②ＩＢ資格者以外も対象 若干名

https://www.sophia.ac.jp/jpn/admissions/g
akubu_ad/spsf.html

④理工学部英語コース入学

試験
2014年度 ②一部の学部 理工学部 ②ＩＢ資格者以外も対象 若干名

https://www.sophia.ac.jp/jpn/admissions/g
akubu_ad/fst.html

28 東京 私立 創価大学
国際バカロレア指定校推薦

入試
平成30年度

経済学部、経営学部、

法学部、文学部、国際

教養学部

経済学部、経営学部、法学部、文学

部、国際教養学部
IB資格者のみを対象 各学部若干名

国際バカロレア総合型入学

審査

平成24年度以前から
実施

①全学部

教育学部、文学部、芸術学部、経営

学部、観光学部、リベラルアーツ学

部、農学部、工学部

①ＩＢ資格者のみを対象
■日本語を母語としない者

Japanese BをHLで履修し、成績評価が4以上
若干名

国際バカロレア資格を取得できなかった場合の入学は認められな

い。

https://www.tamagawa.jp/uni_admission/
examination/ao/aoi/

国際バカロレア総合型入学

審査（指定校型）
平成26年度から実施 ①全学部

教育学部、文学部、芸術学部、経営

学部、観光学部、リベラルアーツ学

部、農学部、工学部

①ＩＢ資格者のみを対象
■日本語を母語としない者

Japanese BをHLで履修し、成績評価が4以上
若干名

【特別入試】

https://www.chuo-
u.ac.jp/connect/admission/special/

【入学試験要項ダウンロード】

https://www.chuo-
u.ac.jp/connect/admission/special/guide/

31 東京 私立

東京都市大学

（旧　武蔵工業

大学）

国際バカロレア特別入試 2019年度 ①全学部

理工学部

建築都市デザイン学部

情報工学部

環境学部

メディア情報学部

都市生活学部

人間科学部

①ＩＢ資格者のみを対象 若干名

（出願資格）

①日本国籍を有する者

②国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレアディプロマ

資格（International Baccalaureate Diploma）を、日本国内の認定校
において取得している者、2021年4月から2022年３月31日までに
取得または取得見込みの者

※国際バカロレア資格を取得見込みで出願した者が、2022年３月
31日までに国際バカロレア資格を取得できない場合は、入学を許
可しない。

https://www.tcu.ac.jp/entrance/summary/

②一部の学部 経済学部 ②ＩＢ資格者以外も対象 若干名30 東京 私立 中央大学
高大接続入学試験

【資格・実績評価型】
令和元年度

27 東京 私立 上智大学

29 東京 私立 玉川大学

②一部の学部

26 東京 私立 順天堂大学

国際臨床医・研究医選抜　

国際バカロレア選抜
平成26年度

総合型選抜Ⅰ、同Ⅱ

[B方式]国際バカロレア選抜
平成27年度 国際教養学部 ①ＩＢ資格者のみを対象

指定スコアなし。

ただし、特例があるため備考参照のこと。

合計65名　
(総合型選抜Ⅰ：35名、総合型選抜Ⅱ：30名）

※総合型選抜で実施する他の受験方式と併せた合計

人数

【特例】

Ｂ方式：国際バカロレア選抜の方式で受験する学生は、次の要件

をいずれも満たすことで、英語の筆記試験の受験を

免除する。

１．国際バカロレア ディプロマ・プログラムの成績が
32点以上であること。
２．母語として日本語に精通していること、もしくは「日本語

Ｂ」をStandard Level かHigher Levelで履修していること。

②一部の学部 医学部 ①ＩＢ資格者のみを対象 スコア基準なし 2名

大学入学共通テスト（二次試験）で本学が指定した教科・科目の

受験が必要

IBスコアが41以上等の要件を満たした場合、大学入学共通テスト
（二次試験）を免除
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32 東京 私立 東洋大学

国際バカロレアＡＯ入試　    
   　　　　　　　　　　　　　
　　※その他、国際バカロ

レアＡＯ渡日前入試(４月入
学・９月入学)実施

平成27年度から実施 ①全学部

文学部、経済学部、経営学部、　法

学部、社会学部、国際学部　、国際

観光学部、情報連携学部。　ライフ

デザイン学部。理工学部、　総合情

報学部、生命科学部、　　食環境科

学部

①ＩＢ資格者のみを対象 若干名

※その他
・国際バカロレアＡＯ渡日前入試(４月入学)－全学部実施
・国際バカロレアＡＯ渡日前入試(９学入学)－情報連携学部実施

http://www.toyo.ac.jp/nyushi/

33 東京 私立 日本獣医生命科学大学

特別選抜入学試験
（帰国子女及びＩＢ取得

者）

平成26年度から実施 全学部 獣医学部、応用生命科学部 IB資格者以外も対象 若干名

34 東京 私立 日本体育大学
国際バカロレア(IB)

資格入試
平成28年度 ②一部の学部

体育学部

児童スポーツ教育学部

保健医療学部

①ＩＢ資格者のみを対象 若干名

35 東京 私立 法政大学

国際バカロレア利用自己推

薦入試（文学部・経済学

部・人間環境学部・キャリ

アデザイン学部）

国際文化学部分野優秀者入

試

グローバル教養学部自己推

薦入試

平成28年度から実施 ②一部の学部

文学部(哲学科・英文学科)
経済学部

人間環境学部

キャリアデザイン学部

国際文化学部

グローバル教養学部

①ＩＢ資格者のみを対象

文学部(哲学科・英文学科)
経済学部

人間環境学部

キャリアデザイン学部

②ＩＢ資格者以外も対象

国際文化学部

グローバル教養学部

文学部　若干名

経済学部　若干名

人間環境学部　若干名

キャリアデザイン学部　若干名

国際文化学部　10名（IB資格者以外も対象）
グローバル教養学部　4月入学　28名／9月入学10名
（IB資格者以外も対象）

・出願時にスコアが見込み点の場合には、条件付き合格とする

・資格を取得できない場合は合格取り消しとする

法政大学入試情報サイト

https://nyushi.hosei.ac.jp/

入試情報:
https://www.musashino-u.ac.jp/admission/

入学試験要項:
日本語：https://www.musashino-
u.ac.jp/albums/abm.php?f=abm00019005.
pdf&n=2022Baccalaureate.pdf

英語　：https://www.musashino-
u.ac.jp/albums/abm.php?f=abm00019027.
pdf&n=2022Baccalaureate_Eng.pdf

海外就学者特別入学試験
2008年度 ②一部の学部 法学部 ②ＩＢ資格者以外も対象 - 10名

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

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

2020年度 ②一部の学部 商学部 ②ＩＢ資格者以外も対象 - 5名
出願資格：

「国際バカロレア（IB）」認定校を卒業又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

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

グローバル型特別入学試験

（総合型選抜）
2016年度 ②一部の学部 政治経済学部 ②ＩＢ資格者以外も対象 35名

https://www.meiji.ac.jp/seikei/exam/6t5h7
p0000341fog-att/tg_youkou_22.pdf

自己推薦特別入学試験 2022年度 ②一部の学部 国際日本学部 ②ＩＢ資格者以外も対象 6名

38 東京 私立 明治学院大学 自己推薦AO(B) 平成28年度から実施 ②一部の学部 国際学部（国際キャリア学科） ②ＩＢ資格者以外も対象
12名

AO(B)全体で
https://www.meijigakuin.ac.jp/admission/g
uidelines/pdf/2022_guide_ao.pdf

39 東京 私立 立教大学 自由選抜入試 平成26年度から実施 ②一部の学部 経営学部 ①ＩＢ資格者のみを対象

国際バカロレア事務局から、2020年4月1日から2022年３月31日までに国
際バカロレア資格（IB Diploma）を授与された者もしくは授与される見込

みの者。

各学科若干名
https://www.guide.52school.com/guidance
/net-rikkyo-tokubetsu/

40 東京 私立 早稲田大学
AO入試

（英語学位プログラム）

平成24度以前から実
施

②一部の学部

政治経済学部、社会科学部、国際教

養学部、文化構想学部、基幹理工学

部、創造理工学部、先進理工学部

②ＩＢ資格者以外も対象
https://www.waseda.jp/inst/admission/en/undergraduate/english/

※Statistic Dataをご参照
学部により15名～150名 出願時はPredicted Scoreも受け付ける。

https://www.waseda.jp/inst/admission/en/
undergraduate/english/

41 東京

株式

会社

立

ビジネス・ブ

レークスルー大

学

全選抜方式（一般選抜、総

合型選抜、学校推薦型選

抜）
平成29年度 ①全学部 経営学部 ②ＩＢ資格者以外も対象

総合点25点以上(EE(Extended Essay) ・TOK(Theory of Knowledge)の合計が1点
以上・Creativity/Action/Service の修了）が必要

一般選抜：春期140名、秋期70名
総合型選抜、学校推薦型選抜：若干名

https://bbt.ac

37 東京 私立 明治大学

②一部の学部 グローバル学部・教育学部 ①ＩＢ資格者のみを対象
学科・母語により異なる。

詳細は入学試験要項をご確認ください。
若干名 特になし36 東京 私立 武蔵野大学 国際バカロレア特別選抜 平成27年度から実施
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42 神奈
川

公立 横浜市立大学 国際バカロレア特別選抜 平成25年度から実施 ①全学部

国際教養学部

国際商学部

理学部

データサイエンス学部

医学部（医学科・看護学科）

①ＩＢ資格者のみを対象

医学部医学科２名

他の学部・学科は各若干名

https://www.yokohama-
cu.ac.jp/admissions/admissions/special_sel
ection/index.html

43 石川 国立 金沢大学 国際バカロレア入試 平成28年度
①全学部

（医薬保健学域医学類

を除く）

融合学域、人間社会学域、理工学

域、医薬保健学域（医学類を除く）
①ＩＢ資格者のみを対象

下記URLから学生募集要項を確認してください。

https://www.kanazawa-u.ac.jp/education/admission/boshuyoko

若干名（各学類）

※医薬保健学域医学類については実施しない。"

・ 国際ﾊﾞｶﾛﾚｱ資格取得見込みで出願し、合格した場合は条件付合
格とする。

https://www.kanazawa-
u.ac.jp/education/admission/boshuyoko

学校推薦型選抜（IB) 平成２８年度 ②一部の学部 文学部 ①ＩＢ資格者のみを対象 日本語A取得及び５点以上の科目があること（出願資格） 若干名

総合型選抜（国際教育学

科）
平成２８年度 ②一部の学部 文学部 ②ＩＢ資格者以外も対象 ディプロマ取得 若干名

45 長野 私立 松本歯科大学

AO入試
一般入試

校友子女入試

平成27年度から実施 全学部 歯学部 IB資格者以外も対象
AO入試15名（国際バカロレア資格者を含む）
一般入試20名（国際バカロレア資格者を含む）
校友子女入試7名（国際バカロレア資格者を含む）

特になし

46 愛知 国立 名古屋大学 学校推薦型選抜

平成28年度から実施

※国際バカロレアに

関する書類の提出を

導入した年度

①全学部

文学部、教育学部、法学部、経済学

部、情報学部、理学部、医学部（医

学科のみ、保健学科は除く）、工学

部、農学部

②ＩＢ資格者以外も対象

文学部15名
教育学部10名
法学部45名
経済学部40名
情報学部22名
理学部50名

医学部医学科12名
工学部66名
農学部34名

任意提出書類として

＊医学部医学科の募集人数については、暫定的な医学部定員増へ

の延長申請を予定しており、12名となる予定です。

⼊学案内
http://www.nagoya-
u.ac.jp/admission/guide/index.html

47 愛知 私立 愛知医科大学 国際バカロレア選抜 平成29年度から実施 ②一部の学部 医学部 ①ＩＢ資格者のみを対象 若干名

国際バカロレア資格を取得見込みで出願した者が，2022年3月31
日までに国際バカロレア資格を取得できない場合もしくは出願要

件を満たせない場合は合格が取消となります。

https://www.aichi-med-
u.ac.jp/su11/su1107/su110701/su1107010
1/1201064_2725.html

(1)グローバル特別入試 平成28年度から実施 ①全学部

国際学部

文学部

心理学部

法学部

経済学部

経営学部

総合政策学部

現代社会学部

工学部

スポーツ科学部

②ＩＢ資格者以外も対象

国際学部（９名）

文学部（若干名）

心理学部（４名）

法学部（２名）

経済学部（２名）

経営学部（３名）

総合政策学部（２名）

現代社会学部（５名）

工学部（４名）

スポーツ科学部（若干名）

※上記募集人数は、IB資格者以外の対象とする方式
との合算です。

※各学科・専攻毎の募集人数の詳細は、募集要項で

ご確認ください。

(2)英語プレゼンテーション
特別入試

令和3年度から実施 ②一部の学部 国際学部 ②ＩＢ資格者以外も対象

国際学部（14名）

※上記募集人数は、IB資格者以外の対象とする方式
との合算です。

※各学科・専攻毎の募集人数の詳細は、募集要項で

ご確認ください。

49 京都 国立 京都大学 特色入試 平成28年度 ②一部の学部 医学部医学科 ②ＩＢ資格者以外も対象 概ね42以上 5名
https://www.kyoto-
u.ac.jp/ja/admissions/tokusyoku

※募集人数は、IB資格者以外の対象とする方式との合算です。
※各学科・専攻毎の募集人数の詳細は、募集要項でご確認くださ

い。

https://nc.chukyo-u.ac.jp/

44 山梨 公立 都留文科大学

48 愛知 私立 中京大学

国際バカロレア資格（International Baccalaureate Diploma）を授与された
者および2022年3月31日までに授与される見込みの者※で日本語を母語に

する者または日本語による講義

を理解する能力がある者。

（(1)(2)同様）
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50 京都 国立 京都工芸繊維大学 ダビンチ入試（総合型選抜） 平成２９年度 ①全学部 工芸科学部 ②ＩＢ資格者以外も対象 70
https://www.kit.ac.jp/test_index/sch
ool_news/type_ao/

51 京都 私立 京都外国語大学
海外帰国生徒入学試験(国際
バカロレア等を含む)

平成29年度より
実施

①全学部
外国語学部

国際貢献学部
②ＩＢ資格者以外も対象 スコアの基準は設けていません

全学科を合わせて

２４名

出願に関する基準等は毎年見直しを行いますので、出願の際には

受験年度の募集要項をご確認ください。

https://www.kufs.ac.jp/admissions/unv_col
/pdf/kikoku/about.pdf?210520

52 京都 私立 立命館大学

AO選抜入学試験グローバル
教養学部「4月入学総合評価
方式（10月選考）／(12月選

考）」

AO英語基準入学試験 English-
based AO Admission

②一部の学部
グローバル教養学部

国際関係学部
②ＩＢ資格者以外も対象

AO選抜入学試験グローバル教養学部「4月入学総合
評価方式

10月選考：7名／12月選考：5名

AO英語基準入学試験 English-based AO Admission
国際関係学部：5名

グローバル教養学部：47名

【グローバル教養学部】

TOEFL iBTやIELTS等の英語の出願要件を設定しています。ただし、
IB課程をすべて英語で履修し、IB資格を取得した（見込みを含
む）場合は、TOEFL iBTやIELTS等の英語外部資格試験の提出は不要
です。（IB課程をすべて英語で履修していない場合は、特定の英
語科目を修得する必要があります。）また、高校の成績も含めて

書類選考をしますが、IBDPスコア（予測スコアも含む）の出願要
件は設定していません。

http://ritsnet.ritsumei.jp/

学部英語コース特別入試
平成24度以前から実

施
一部 人間科学コース（人間科学部） IB資格者以外も対象

（人間科学コース）

若干名

（人間科学コース）

・出願時にスコアが見込み点の場合には、条件付き合格となり、

最終スコアの提出後に正式に合否が決定する。
https://iudp.hus.osaka-u.ac.jp/

国際科学特別入試 令和2年度から実施 一部
理学部（数学科、物理学科、化学

科）
IB資格者以外も対象

（国際科学特別プログラム）

若干名
https://www.sci.osaka-u.ac.jp/en/iups/

総合型選抜・学校推薦型選

抜
平成28年度から実施 一部

文学部、人間科学部、外国語学部、

法学部、経済学部
IB資格者以外も対象

令和３年度実施入試募集人数

（文学部）30名
（人間科学部）15名
（外国語学部）65名

(法学部）25名
（経済学部）22名

資格証書のコピーと最終試験６科目の成績評価証明

書の両方
なし https://www.nyusi.icho.osaka-u.ac.jp/

国際バカロレア特別選抜

文学部:平成
27年度から実施

生活科学部:平成29年
度から実施

②一部の学部 文学部、生活科学部 ①ＩＢ資格者のみを対象 生活科学部:言語Aを日本語により履修し、成績評価が4以上の者

文学部:若干名
生活科学部

食栄養学科:若干名
居住環境学科:若干名
人間福祉学科:若干名

https://www.upc-osaka.ac.jp/new-
univ/admissions/ug/exam_info/special/ib.ht
ml

国際バカロレア特別選抜

現代システム科学域:
令和3年度から実施 ②一部の学部 現代システム科学域 ②ＩＢ資格者以外も対象

次のいずれかを満たすこと
・言語Aを日本語により履修し、成績評価が4以上の者

・言語Bを日本語により履修し、HL（Higher Level）で成績評価が6以上の
者

第1次募集:3名　　　第2次募集:2名
https://www.upc-osaka.ac.jp/new-
univ/admissions/ug/exam_info/special/ib.ht
ml

55 大阪 私立 関西大学
国際バカロレア課程　公募

制推薦入学試験
2021年度 ②一部の学部

文学部

経済学部
①ＩＢ資格者のみを対象

インターナショナル・バカロレアのディプロマ・プログラムにおいて、

フルディプロマを2022年3月までに取得見込みの者。ただし、「日本語と
英語によるデュアルランゲージ・ディプロマ・プログラム」以外のプロ

グラムによる場合は、言語Ａを日本語により履修し、成績評価が４以上

の者に限る。

文学部：若干名

経済学部：５名

（注）2022年３月末までにフルディプロマを取得できない場合で
あっても入学を許可します。ただし、次年度において当該高等学

校からの推薦を認めない場合があります。

（注）経済学部については、各高等学校・中等教育学校から推薦

できる人数を３名以内とします。

https://www.nyusi.kansai-
u.ac.jp/admission/ao/youkou_kobo_b/index
.html

54 大阪 公立
大阪公立大学
（令和4年4月
〜）

53 大阪 国立 大阪大学
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56 大阪 私立 近畿大学
国際学部総合型選抜（AO入

試）
平成27年度 ②一部の学部 国際学部 ②ＩＢ資格者以外も対象 国際バカロレア認定校において、高度な英語学習に取り組んだ者。 30

出願には、在籍高等学校からの取り組み内容及び本人の活動内容

を証明する書類が必要。
https://kindai.jp/exam/system/ao/

帰国生選抜 平成31年度から実施 ②一部の学部 国際商経学部 ②ＩＢ資格者以外も対象 5 https://www.u-hyogo.ac.jp/admissions/

帰国生特別選抜
平成24年度以前から

実施
①全学部

国際商経学部

社会情報科学部

工学部

理学部

環境人間学部

看護学部

②ＩＢ資格者以外も対象 全学部若干名 https://www.u-hyogo.ac.jp/admissions/

58 兵庫 私立 関西学院大学

グローバル入学試験Ⅱ（イ

ンターナショナル・バカロ

レア入学試験）

（理・工・生命環境・建築

学部は、グローバル入学試

験Ⅲ（グローバルサイエン

ティスト・エンジニア入学

試験））

平成28年度
以前より実施

①全学部

神学部、文学部、社会学部、法学

部、経済学部、商学部、人間福祉学

部、国際学部、教育学部、総合政策

学部、理学部、工学部、生命環境学

部、建築学部

①ＩＢ資格者のみを対象

①グローバル入学試験Ⅱ
→インターナショナル・バカロレア DP（ディプロマ・プログラム）のフルディプロマ
を取得済の者。もしくは2022年３月31日までに取得見込で IB Predicted 
Score
が出願時に26ポイント以上である者。入学にはフルディプロマを取得しているこ
とが条件。

②グローバル入学試験Ⅲ
→インターナショナル・バカロレア DP（ディプロマ・プログラム）のフルディプロマ
を取得済の者。もしくは2022年３月31日までに取得見込で IB Predicted
Score が出願時に26ポイント以上である者。入学にはフルディプロマを取得し
ていることが条件。
◎理学部 数理科学科、工学部 情報工学課程／知能・機械工学課程、建築学
部を志望する者は、グループ５（数学）を HL（higher level）で履修のこと。他の
学
科を志望する者は、数学を「数学スタディーズ」以外で履修し、かつ、数学およ
びグループ４（理科）の中から１科目以上を HL で履修のこと。

・若干名（神学部、教育学部、理学部、工学部、生

命環境学部、建築学部）

・他試験とあわせて計10名（文学部、法学部、経済
学部、商学部）

・他試験とあわせて計20名（国際学部、総合政策学
部）

・他試験とあわせて計5名（人間福祉学部社会福祉
学科、社会起業学科）

・他試験とあわせて計2名（人間福祉学部人間科学
科）

・他試験とあわせて若干名（社会学部）

https://www.kwansei.ac.jp/cms/kwansei_a
dmissions/pdf/2021/kakushu/global/%E3%8
2%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9
0%E3%83%AB%E5%85%A5%E5%AD%A6%
E8%A9%A6%E9%A8%93%E8%A6%81%E9%
A0%852022.pdf

59 兵庫 私立 神戸女学院大学 国際バカロレア入学試験
2016年度（2017年度

入試）
①全学部 文学部、音楽学部、人間科学部 ①ＩＢ資格者のみを対象

インターナショナル・バカロレアDP（ディプロマ・プログラム）のフル
ディプロマを取得済みの者。もしくは2022年3月末までに取得見込みでIB 
Predicted Score が出願時に26ポイント以上である者。入学にはフルディプ

ロマを取得していることが条件。

若干名
https://kobe-
college.jp/files/admissions/y3Xuwr4g.pdf

国際バカロレア選抜
平成24年度以前から

実施
②一部の学部

文学部

教育学部

法学部

経済学部

理学部

医学部

歯学部

薬学部

工学部

農学部

①ＩＢ資格者のみを対象

出願資格については募集要項を参照（【8月募集】：P2、【10月募集】：
P2～P3）

※医学部医学科については、IBの成績評価の合計点（45点満点）が39点
以上の者を選考の対象とします。

文学部4名、教育学部6名（学校教育教員養成課程5
名、養護教諭養成課程1名）、法学部（昼間コー
ス）5名、経済学部（昼間コース）5名、理学部3
名、医学部8名（医学科5名、保健学科3名）、歯学
部2名、薬学部3名（薬学科1名、創薬科学科2名）、
工学部14名、農学部2名

https://www.okayama-
u.ac.jp/tp/admission/bosyuyoko.html

ディスカバリー入試（総合

型選抜）

平成30年度以前から
実施

②一部の学部
グローバル・ディスカバリー・プロ

グラム
②ＩＢ資格者以外も対象 27名

4月入学のみ。出願時に希望分野に合わせて文系，理系のいずれ
か一方を選択の上，受験します。文系で受験した者から17名程
度，理系で受験した者から10名程度を合格者とします。

https://discovery.okayama-
u.ac.jp/jp/admissions/discovery_application
/

国際入試（総合型選抜）
平成29年度以前から

実施
②一部の学部

グローバル・ディスカバリー・プロ

グラム
②ＩＢ資格者以外も対象 33名 4月入学：3名，10月入学：第1期10名，第2期20名

https://discovery.okayama-
u.ac.jp/en/prospective_students/admission
/

61 岡山 私立 倉敷芸術科学大学 国際バカロレア入試 平成29年度から実施 全学部 芸術学部、生命科学部、危機管理学部 IB資格者のみを対象 若干名 なし

60 岡山 国立 岡山大学

57 兵庫 公立 兵庫県立大学
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62 広島 国立 広島大学
広島大学光り輝き入試 総合
型選抜 国際バカロレア型

平成28年度から実施 一部

文学部，教育学部（第二類 技術・
情報系コース，第三類 日本語教育
系コース，第四類 健康スポーツ系
コース，第四類 音楽文化系コー
ス），法学部，経済学部（経済学科

昼間コース），理学部（数学科，物

理学科），医学部，歯学部，薬学

部，工学部，生物生産学部，情報科

学部

②ＩＢ資格者以外も対象 詳しくは学生募集要項をご確認ください。
医学部医学科5名，保健学科若干名，その他の学部

は，各学部で若干名
出願時にスコアが見込点の場合は条件付き合格とする。

https://www.hiroshima-
u.ac.jp/nyushi/yoko_doga/yoko#ib

63 福岡 国立 九州大学 総合型選抜
令和3年度以前から実

施
②一部の学部

共創学部

文学部

教育学部

法学部

経済学部

理学部

医学部

工学部

芸術工学部

農学部

②ＩＢ資格者以外も対象

共創学部：20名
文学部：10名
教育学部：10名
法学部：10名
経済学部：22名
理学部：34名
医学部：22名
工学部：47名

芸術工学部：56名
農学部：24名

・国際バカロレア資格を取得した者について出願を認めるもの。

・共創学部及び教育学部以外は大学入学共通テストの受験が必

要。

<大学案内・入学者選抜概要・募集要項
>
https://www.kyushu-
u.ac.jp/ja/admission/faculty/selection

64 福岡 国立 九州工業大学 国際バカロレア選抜 令和元年度 ①全学部
工学部

情報工学部
①ＩＢ資格者のみを対象

数学・理科（学部・類毎に理科の指定科目は異なる）の科目を履修し、

以下の要件を満たすこと。

・１科目はHigher Level成績評価
　4以上

・他の科目はStandard Level
　成績評価４以上

若干名 出願時にスコアが見込み点の場合には、条件付き合格とする
https://www.kyutech.ac.jp/examination/gs
-ib.html

65 福岡 私立 西南学院大学 国際バカロレア入試 平成29年度 全学部 全学科 IB資格者 若干名

https://www.seinan-
gu.ac.jp/assets/users/6/files/sonota2022/so
nota2022.pdf

66 長崎 国立 長崎大学
総合型選抜Ⅰ（グローバ

ル・国際バカロレア枠）
平成28年度から実施 ②一部の学部 多文化社会学部 ②ＩＢ資格者以外も対象

〇 IB フルディプロマのスコアが 32 ポイント以上の者又は令和 4 年 3 月 31 
日までに IB を取得見込みの者で IB Predicted Grades が出願時に 32 ポイン

ト以上であるもの

〇 日本語を母語とする者，日本語 B（HL）のスコアが 6 ポイント以上の
者又は日本語 B（HL）の IB Predicted Grades が出願時に 6 ポイント以上の

者

5名

IBを取得見込みで出願した者が，令和4年3月31日までにIB資格証
書の写しとIB最終試験の成績証明書を提出できない場合，IBフル
ディプロマのスコアが32ポイントに満たなかった場合又は日本語
B（HL）のスコアが6ポイントに満たなかった場合は，合格取消と
なる。

https://www.nagasaki-
u.ac.jp/nyugaku/admission/selection/file/R
04/2022sougou-youkou.pdf

4月入学：
http://www.apumate.net/admissions_guid
e/examination/special/index.html

9月入学：
http://www.apumate.net/admissions_guid
e/examination/autumn/index.html

68
鹿児

島
国立 鹿児島大学 国際バカロレア選抜 平成27年度 ①全学部

法文学部

教育学部

理学部

医学部

歯学部

工学部

農学部

水産学部

共同獣医学部

①ＩＢ資格者のみを対象
各学部等により異なるため，詳細は入学者選抜要項又は学生募集要項の

「出願資格」を参照してください。
若干人

新型コロナウイルス感染症の今後の感染拡大状況によって，公表

中の学生募集要項の記載とは異なる日程，方法等で選抜を実施す

ることがあります｡ 変更となる場合は決定次第，ホームページで
公表いたします｡

鹿児島大学ＨＰ

入試案内

「選抜要項・募集要項」

https://www.kagoshima-
u.ac.jp/exam/youkou.html

若干名

4月入学：2022年3月31日までに、国際バカロレア資格を取得でき
なかった者は、合格した場合であっても入学資格を取り消す。
9月入学：2022年9月20日までに、国際バカロレア資格を取得でき
なかった者は、合格した場合であっても入学資格を取り消す。

国際バカロレア（IB）入試 令和2年度 ①全学部
アジア太平洋学部

国際経営学部
②ＩＢ資格者以外も対象67 大分 私立

立命館アジア太

平洋大学


