
国際基督教大学  ＜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（IB認定校対象）／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 
／Universal Admissions: English Language Based Admissions (April/September Entry) 

※ユニヴァーサル・アドミッションズは、4月入学帰国生入学試験、English Language Based Admissions (April/September Entry)、EJU（日本留学試験）利用選抜（4月入学／9月入学）の総称です 

大学のIB入試のアピールポイント（入試課記入）： 
多様な選抜方法と多元的な評価尺度。自身の教育背景や適性を生かせる入学者選抜制度での出願を検討可能。 
As various application/admissions processes are available with multi-dimensional, but comprehensive evaluation scales, 
you can select one that allows you to make the most of your educational background and aptitude. 

日本語による受験区分（４月入学） 
 Applying to ICU in Japanese (April Entry) 

英語による受験区分（４月／９月入学）） 
 Applying to ICU in English (April/September Entry) 

学部名 教養学部  College of Liberal Arts ※本学は一学部一学科のリベラルアーツカレッジでメジャー制を採用しています。  

対象者 【総合型選抜（IB認定校対象）】 
IB資格者のみが対象  

【４月入学帰国生入学試験】 

 IB資格者以外も対象 

【English Language Based Admissions】 

Not exclusively for IB students. 

出願資格 
※IBスコアも含む 

 

【総合型選抜（IB認定校対象）】 
以下の1.～4.の条件を全て満たすことが必要です。 

1. 本学を第1志望とし、本学への入学を強く望む者。 
合格した場合は本学へ入学することを確約できる者。 

2. 2020年4月1日から2023年3月31日までにIB Diploma取
得（見込み）の者。 

3. IBDPにおいて「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。 

4. これまで総合型選抜に出願していない者。 

※IB認定校であれば学校教育法第1条に規定されている高等

学校・国内外インターナショナルスクール等に係わらず出

願可能（日本語DP、英語DPいずれも出願可能）。 

※IB Diploma取得見込み者は、当該ディプロマを取得でき

ない場合は本学への入学は認められない。 

※総合型選抜により入学した場合、卒業要件上の必修語学

科目は「英語」（リベラルアーツ英語プログラム）です。 

【4月入学帰国生入学試験】 
以下の条件を全て満たすことが必要です。 

1. 外国の教育制度で中・高等学校を通じ2年以上継続し
て教育を受けた者。 

2. 国内外を問わず、当該国の学校教育における通常の1
2年以上の課程を2021年4月1日から2023年3月31日ま
でに修了した者および修了見込みの者。 

【English Language Based Admissions】 

Must meet one of the following criteria at the time of enrollment 
to ICU: i.e. you must have 

1. Completed 12 years of formal education in Japanese schools accr
edited by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science a
nd Technology  

2. Completed 12 years or more of formal education outside of Japa
n. 

3. Have International Baccalaureate Full Diploma, French Baccalaur
éat, Abitur, or GCE Advanced Level. 

4. Graduated from an officially accredited international/foreign s
chool in Japan. 

5. Passed an examination demonstrating academic ability equivalent 
to 12 years of formal education, such as the GED (General Educa
tional Development) test or the Upper Secondary School Equivale
ncy Examination, and is at least 18 years of age. 

6. Completed 11 years or more of formal education where the high s
chool curriculum is based on the system of Uzbekistan, Sudan, B
elarus, Peru, Russia, Myanmar or Ukraine.* 
*The applicants need to contact the Admissions Center in advance as 
specific conditions are required. 

募集人数 【総合型選抜（IB認定校対象）】 
 総合型選抜全体で 65名 

【４月入学帰国生入学試験】 

 ﾕﾆｳﾞｧｰｻﾙ･ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝｽﾞ全体で120名 

【English Language Based Admissions】 
（*not exclusively for IB students) 

Approximately 120 students through the Universal Admiss
ions as a whole 

選抜方法 【総合型選抜（IB認定校対象）】 
第一次選考：書類選考 
第二次選考：ｵﾝﾗｲﾝ個人面接（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝを含む） 

【4月入学帰国生入学試験】 
第一次選考：書類選考 
第二次選考：ｵﾝﾗｲﾝ個人面接 

【English Language Based Admissions】 
Documentary Screening: Since the admissions process is co
nducted by documentary screening, applicants do not need 
to come to ICU for an examination or an interview 

出願期間 【総合型選抜（IB認定校対象）】    9月上旬 
【4月入学帰国生入学試験】         8月上旬 

April Entry: October 2022 
Sept. Entry 1st Period:  January 2023 
Sept. Entry 2nd Period:  Feb.-Mar. 2023 

選抜期日 【総合型選抜（IB認定校対象）】 10月下旬 
【4月入学帰国生入学試験】       9月中旬 

N/A 

合格発表日 【総合型選抜（IB認定校対象）】   11月上旬 
【4月入学帰国生入学試験】         9月下旬 

April Entry:  November 2022 
Sept. Entry 1st period:  February 2023 
Sept. Entry 2nd period:  April 2023 

備考 出願時にIBDP取得見込の場合には取得後に最終結果の提出が必要。   
If applying with predicted grades, you must submit your final IB results ASAP to finalize your admission decisions. 

入試要項 ➢ 2023年度 総合型選抜  

➢ 2023年度 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 
➢ Universal Admissions: English Language Based Admissions (April/September Entry) 2023 

問合せ先 国際基督教大学アドミッションズ・センター（電話対応時間：平日 9:00～12:00, 13:00～17:00） 
TEL：0422-33-3038 E-mail： admissions-center@icu.ac.jp 

 

2022年度更新

https://www.icu.ac.jp/admissions/undergraduate/docs/AY2023_April_ICU_Sogogata_Sembatsu.pdf
https://www.icu.ac.jp/admissions/undergraduate/docs/AY2023_April_Admissions_for_Returnees.pdf
https://www.icu.ac.jp/admissions/undergraduate/docs/UndergraduateAdmissionsGuide2023.pdf
mailto:admissions-center@icu.ac.jp



