
叡啓大学  ＜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（春入学）／Integrated Selection of Japanese Students in English（総合型選抜・秋入学） 

大学のIB入試のアピールポイント（入試課記入）： 

叡啓（えいけい）大学（2021年に広島県に開学した公立大学）の総合型選抜では、アドミッション・ポリシーに基づき、国際バカ

ロレアでの学習過程やその成果、高等学校等の教育課程で習得した知識・技能、コミュニケーション、探究心、学びや課外活動に対

する姿勢などを多面的・総合的に評価します。 

Eikei University of Hiroshima (a public university opened in Hiroshima on 2021), in the integrated selection  

process, we evaluate multidimensional and comprehensive evaluation of the study process and its results in the  

International Baccalaureate, as well as knowledge and skills acquired in high school and other educational programs,  

communication, attitude toward inquiry, learning and extracurricular activities based on the Admission Policy. 

４月入学 

日本語による学位所得コース 

September Admission 

Degree Courses Offered in English 

学部名 ソーシャルシステムデザイン学部 

ソーシャルシステムデザイン学科 

Department of Social System Design 

Social System Design Course 

対象者 主に日本国内の高等学校の卒業（見込）者 

※IB取得（見込）者を含む 

Graduates (or expected graduates) of international  

schools, mainly in Japan and abroad, and high schools  

outside Japan 

*Including those who have (or expect to obtain) the IB. 

出願資格 

※IBスコア

も含む 

 

出願資格 

次のいずれかに該当する者とします（取得見込の場

合は、各年度3月31までに出願資格取得が必要）。 

1. 国際バカロレア（IB）、アビトゥア、バカロレ

ア、GCE Aレベルのいずれかの資格取得 

・日本語DP、英語DPのいずれも可とします。 

・IBスコアの要件はありません。 

2. 日本国内の高等学校（中等教育学校、特別支援学

校、高等専門学校3年次を含む）を卒業・修了 

3. 高等学校卒業程度認定試験合格 

4. 日本国外で学校教育の12年の課程を修了 

5. WASC・ACSI・CISのいずれかから認定を受けた、日

本国内外のインターナショナルスクールの12年の

課程を修了 

6. 在外教育施設の当該課程を修了 

7. その他、学生募集要項に記載の出願資格の該当 

英語力の出願要件 

CEFR B１相当以上の英語力を有している者 

（例：英検2級合格、TOEFL iBT 42、IELTS 4.0） 

Eligibility 

The applicant must meet one of the following (must  

meet these eligibility requirements by March 31 of each 

academic year):  

1. A university entrance qualification (IB, Abitur,  

French-Baccalaureate, GCE A-Levels, etc.)  

*Both Japanese DP and English DP are acceptable. 

*There is no IB score requirement. 

2. 12 years of school education in Japan or abroad  

3. 12 years of education at a WASC, CIS, or ACSI  

accredited international school  

4. Graduation Diploma from a secondary school accredited 

by MEXT. 

5. Other eligibility criteria as listed in the student  

application guideline. 

Requirements for English Language Proficiency 

Have English language proficiency equivalent to or  

higher than CEFR B2 (e.g.,TOEFL iBT 72, IELTS 5.5, EIKE

N Grade Pre-1 passed) 

募集人数 50名 A few students 

選抜方法 第１次選考：書類審査 

第２次選考：グループディスカッション、面接 

Document Screening (First-Stage) 

Online Individual Interview (Second-Stage) 

出願期間 9月上旬 First Window: Early-September 

Second window: Mid-January 

選抜期日 12月中旬 First Window: Mid-December 

Second Window: Mid-February 

合格発表日 12月下旬 First Window: Late-December. 

Second Window: Early-March 

備考 上記日程は年度により異なります。 The above schedule differs from each academic year. 

入試要項 総合型選抜（春入学）  

Integrated Selection/Autumn Admission（総合型選抜・秋入学）  

問合せ先 E-mail: admissions@eikei.ac.jp  TEL: +81 (0) 82-225-6224 

Website: 叡啓大学（日本語） Eikei University of Hiroshima (English) 

広島県公立大学法人 叡啓大学 教学課 入試・広報係（〒730-0016広島市中区幟町1−5） 

Admissions Office, Eikei University of Hiroshima (1-5 Nobori-cho, Naka-ku, Hiroshima 730-0016, Japan) 

 

[2022年度更新]

https://www.eikei.ac.jp/admissions/outline/s_sogo.html
総合型選抜（秋入学）
mailto:admissions@eikei.ac.jp
https://www.eikei.ac.jp/
https://www.eikei.ac.jp/english/



