
国公私 大学名 入試名称
試験導入年度

（入学年度ではない）
対象学部 学部名 対象者

募集人数
（名）

備考

1 国立 北海道大学 国際総合入試 平成29年度から実施 一部

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）

IB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平成30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。

2 国立 金沢大学 国際バカロレア入試 平成28年度から実施
全学域

（医薬保健学域医学類を除
く）

人間社会学域、理工学域、医薬保健学
域（医学類を除く）

【IB資格者のみを対象】

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
た場合は条件付合格とする。

3 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 全学群

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

IB資格者のみを対象 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

4 国立 お茶の水女子大学
AO入試

（新フンボルト入試）
平成28年度から実施 全学部

（全学部、ただし文教育学部芸術・表現
行動学科を除く）
文教育学部 (グローバル文化学環を含
む、文教育学部芸術・表現行動学科を
除く）、理学部、生活科学部

IB資格者以外も対象 全学で２0名以内
・センター試験の指定科目の受験を必
須とする（合否にはかかわらない）

国際バカロレアを活用した大学入学者選抜例（平成29年10月現在）　

【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もので、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：平成29年度実施試験＝平成30年3月までに実施される試験のこと）
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国公私 大学名 入試名称
試験導入年度

（入学年度ではない）
対象学部 学部名 対象者

募集人数
（名）

備考

5 国立 東京大学 推薦入試 平成27年度から実施 一部 法学部，教養学部，工学部 IB資格者以外も対象
45人程度（推薦入試全体

で）

・センター試験の受験が必要
・推薦要件に合致することを証明する資
料の一部としている

6 国立 東京医科歯科大学
特別選抜Ⅰ

（国際バカロレア入試）
平成29年度から実施 全学部 医学部、歯学部 IB資格者のみを対象 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

7 国立 東京外国語大学 帰国生等特別推薦入試 平成27年度から実施 一部 国際社会学部 IB資格者以外も対象 若干名 ※国内IB校も対象とする

8 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）

音楽学部 音楽学部 　IB資格者以外も対象
若干名（一般入試の募集

人員に含む）

9 国立 大阪大学
AO・推薦入試（世界適塾

入試）
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

平成29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）64名

(法学部）25名
（経済学部）14名

なし

国立 大阪大学 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）
化学・生物学複合メジャーコース（理学
部、工学部、基礎工学部）

IB資格者以外も対象

（人間科学コース）
7名

（化学・生物学複合メ
ジャーコース）

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。
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国公私 大学名 入試名称
試験導入年度

（入学年度ではない）
対象学部 学部名 対象者

募集人数
（名）

備考

10 国立 豊橋技術科学大学
グローバル技術科学アー
キテクト養成コース入試

平成29度実施予定 全学部 工学部 IB資格者以外も対象 15名
・センター試験もしくは日本留学試験お
よび英語検定試験（本学が指定するも
のから１つ）の受験が必要

11 国立 名古屋大学 推薦入試

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

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

IB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

12 国立 京都大学 特色入試 平成27年度から実施 一部 医学部医学科 IB資格者以外も対象 ５名

13 国立 京都工芸繊維大学 ダビンチ（AO）入試 平成29度実施予定 全学部 工芸科学部 IB資格者以外も対象
80名（IB資格以外の対象

者も含む）
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国公私 大学名 入試名称
試験導入年度

（入学年度ではない）
対象学部 学部名 対象者

募集人数
（名）

備考

14 国立 広島大学
ＡＯ入試　対象別評価方式
（国際バカロレア入試）

平成28年度から実施 一部
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、生物生産学部、情報科学部

IB資格者のみを対象 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。

15 国立 岡山大学 国際バカロレア入試
平成24度以前から実

施
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
環境理工学部
農学部
グローバル・ディスカバリー・プログラム

IB資格者のみを対象
若干人

（医学部医学科のみ５人）

・合格発表時にスコアが見込み点の場
合には、条件付き合格とする
（グローバル・ディスカバリー・プログラ
ム　10月入学者のみ）
・4月入学者（8月募集）,10月入学者は入
学前教育を実施

16 国立 長崎大学
AO入試Ⅰ（グローバル・国

際バカロレア枠）
平成28年度から実施 一部 多文化社会学部 IB資格者以外も対象 5名

・IBを取得見込みで出願した者が，平成
30年3月27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。

17 国立 鹿児島大学 国際バカロレア入試
平成２７年度から実

施
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

IB資格者のみを対象 各学部若干名

18 公立 国際教養大学
ＡＯ・ＩＢ・高校留学生入試I
ＡＯ・ＩＢ・高校留学生入試II

平成24度以前から実
施

全学部 国際教養学部 IB資格者以外も対象
（I）15名
（II）10名

ＡＯ・ＩＢ・高校留学生入試I：４月入学
ＡＯ・ＩＢ・高校留学生入試II：９月入学
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国公私 大学名 入試名称
試験導入年度

（入学年度ではない）
対象学部 学部名 対象者

募集人数
（名）

備考

19 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 全学部 コンピュータ理工学部 IB資格者以外も対象 若干名

出願要件(1)について
原則として、平成28年3月以降に受験した成績のスコアとする。
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。

20 公立 首都大学東京 SAT/ACT・IB入試 平成29度実施予定 一部 理学部（生命科学科） IB資格者以外も対象
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。

21 公立 横浜市立大学 国際バカロレア入試 平成25年度から実施 一部
国際総合科学部、データサイエンス学
部

IB資格者のみを対象 若干名

22 公立 都留文科大学
国際バカロレア推薦入学

試験
平成28年度から実施 一部 文学部 IB資格者のみを対象

４０名（他の入試方式で
の入学も含む）

※1科目以上の成績評価が5以上の者
　　取得見込み者は条件付き合格とす
　　る。

23 公立 大阪市立大学 国際バカロレア入試 平成28年度から実施 一部 文学部、生活科学部 IB資格者のみを対象 若干名

【文学部、生活科学部】
・見込み合格した場合、2018年3月31日
までに国際ﾊﾞｶﾛﾚｱ資格を取得できない
場合は合格取り消しとする
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国公私 大学名 入試名称
試験導入年度

（入学年度ではない）
対象学部 学部名 対象者

募集人数
（名）

備考

24 私立 千歳科学技術大学 一般学力入試（I期、II期） 平成27年度から実施 全学部 理工学部 IB資格者以外も対象
65名（一般学力入試I期、

II期の合計）

・試験導入年度の補足
国際バカロレアを含む有資格者への優遇措置について、平成
27年度から実施。

・有資格者への優遇措置について
本学が指定する資格等を取得している場合は、一般学力入試I
期・II期で「外国語」を受験したものとみなし、定められた得点率
による点数を得たものとして判定する。

25 私立 東北福祉大学 AO入試 平成29年度から実施 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

IB資格者以外も対象

124名

［内訳］
総合福祉　54名

総合マネジメント　16名
教育　25

健康科学　29名

26 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

27 私立 青山学院大学
自己推薦入学試験

【英語資格取得者を対象】
平成24度以前から実

施
一部 文学部 IB資格者以外も対象 約30名 取得見込み者は除く。

28 私立 学習院大学
外国高等学校出身者およ
び海外帰国生徒対象入試

平成24度以前から実
施

一部 法学部、経済学部、文学部、理学部 IB資格者以外も対象
各学科若干名、

法学部法学科5名程度
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国公私 大学名 入試名称
試験導入年度

（入学年度ではない）
対象学部 学部名 対象者

募集人数
（名）

備考

私立 学習院大学 ＡＯ入試 平成27年度から実施 一部 国際社会科学部 IB資格者以外も対象 20名

29 私立 慶應義塾大学 ＡＯ入試（ＩＢ方式） 平成26年度から実施 一部
総合政策学部
環境情報学部

【IB資格者またはIB資格取得
見込み者を対象】

総合：100名（全4方式と
合わせて）

環境：100名（全4方式と
合わせて）

私立 慶應義塾大学
国際バカロレア資格取得
者（日本国内）対象入試

平成26年度から実施 一部 法学部 IB資格者のみを対象
20名（帰国生対象入試と

併せて）
・見込み点での出願は認めない

30 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

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。

31 私立 国際基督教大学
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

全学部 教養学部 IB資格者以外も対象

ユニヴァーサル・アドミッ
ションズ*全体で90名

*4月入学帰国生入学試
験、4月／9月入学書類選
考、4月入学国際学生入
学試験、9月入学国際学

生書類選考

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。
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国公私 大学名 入試名称
試験導入年度

（入学年度ではない）
対象学部 学部名 対象者

募集人数
（名）

備考

私立 国際基督教大学

ユニヴァーサル・アドミッ
ションズ4月／9月入学書

類選考
April/September
Admissions by

Documentary Screening

平成24度以前から実
施(4月入学書類選考
については平成29年

度より導入）

全学部 教養学部 IB資格者以外も対象

ユニヴァーサル・アドミッ
ションズ*全体で90名

*4月入学帰国生入学試
験、4月／9月入学書類選
考、4月入学国際学生入
学試験、9月入学国際学

生書類選考

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。

32 私立 順天堂大学

【医学部】
国際臨床医・研究医枠入
学試験B方式
国際バカロレア入学試験

平成26年度から実施 一部 医学部 IB資格者のみを対象

【医学部】
5名程度

（国際臨床医・研究医枠
入学試験A・B・C・D方式

全体で）

【医学部】
大学入試センター試験で本学が指定し
た教科・科目の受験が必要

私立 順天堂大学
【国際教養学部】
国際バカロレア特別入学
試験

平成28年度から実施 一部 国際教養学部 IB資格者のみを対象

【国際教養学部】
40名（特別入試Ⅰ：15名、

特別入試Ⅱ：25名）
※特別入試で実施する他
の受験方式と併せた合計

人数

33 私立 玉川大学
国際バカロレアAO型入学

審査
平成24度以前から実

施
全学部

文学部、農学部、工学部、経営学部、教
育学部、芸術学部、リベラルアーツ学
部、観光学部

IB資格者のみを対象 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。

私立 玉川大学
国際バカロレアAO型入学

審査（指定校型）
平成26年度から実施 全学部

文学部、農学部、工学部、経営学部、教
育学部、芸術学部、リベラルアーツ学
部、観光学部

IB資格者のみを対象 若干名
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国公私 大学名 入試名称
試験導入年度

（入学年度ではない）
対象学部 学部名 対象者

募集人数
（名）

備考

34 私立 中央大学 自己推薦入学試験 平成27年度から実施 一部 経済学部 IB資格者以外も対象 若干名

35 私立 東京国際大学
アメリカ留学（ASP）特待生

入試
平成28年度から実施 全学部

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
25名（IB資格者以外の対

象者も含む）

国際バカロレア資格を2017 年4 月から
2018 年3 月31 日までに取得または取
得見込みの者で、
2018 年3 月31 日までに18 歳に達する
者。

私立 東京国際大学 特定校特待生入試 平成28年度から実施 全学部
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）

36 私立 東洋大学
国際バカロレアＡＯ入試

国際バカロレアＡＯ
渡日前入試

平成27年度から実施 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

IB資格者のみを対象
３０名（ほかの入試方式

での入学を含む）

37 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 若干名
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国公私 大学名 入試名称
試験導入年度

（入学年度ではない）
対象学部 学部名 対象者

募集人数
（名）

備考

38 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

39 私立 法政大学

国際バカロレア利用自己
推薦入試
国際文化学部分野優秀者
特別入試
グローバル教養学部自己
推薦入試

平成28年度から実施 一部
文学部(哲学科・英文学科)、経済学部、
国際文化学部、人間環境学部、キャリア
デザイン学部、グローバル教養学部

IB資格者以外も対象

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（ほかの入

試方式での入学を含む）
グローバル教養学部40名（ほか
の入試方式での入学を含む）

・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

40 私立 武蔵野大学
国際バカロレア認定校対

象指定校推薦入試
平成27年度から実施 一部

グローバル学部・法学部・経済学部
文学部・人間科学部・工学部

IB資格者のみを対象 若干名 なし

41 私立 武蔵野学院大学 推薦入学試験 平成28年度から実施 全学部 国際コミュニケーション学部 IB資格者以外も対象 15名（推薦入試全体で）

〇国際連合公用語英語検定　Ｃ級以上
〇ＴＯＥＦＬ iBT 40点以上
〇ＴＯＥＣ　400点以上
〇ＩＴパスポート試験
〇全商情報処理検定１級
〇全工情報技術　１級
〇国際バカロレア資格
（４）課外活動等で活躍し、本学に推薦でき得る理由が明確であ
る者。
（５）一般推薦入学試験では、評定平均値3.0以上の者。
（６）一般推薦入学試験では、指定校に直接評定平均値等の条
件を通知するので、それらの条件を満たしている者。
（７）高等学校で、英語、国語、社会の科目に興味をもち、国際
社会の出来事に興味関心が深い者。

42 私立 明治学院大学 自己推薦AO(B) 平成28年度から実施 一部 国際学部（国際キャリア学科） IB資格者以外も対象
１３名

AO(B)全体で
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国公私 大学名 入試名称
試験導入年度

（入学年度ではない）
対象学部 学部名 対象者

募集人数
（名）

備考

43 私立 立教大学 自由選抜入試 平成26年度から実施 経営学部 経営学部 【IB資格者のみを対象】 各学科若干名
・自由選抜入試　方式Bにて募集。方式
Aは、IB資格者以外を対象

44 私立 浦和大学 AO入試
平成29年度
以前より実施

全学部 こども学部、総合福祉学部 IB資格者以外も対象
こども学部：40名

総合福祉学部：25名

45 私立 明海大学
アドミッションオフィス（AO）
入学試験

平成28年度から実施 一部
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

IB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
ムを全て英語で履修している場合は、
講義理解力判定テストを免除する。

46 私立 愛知医科大学 国際バカロレア入試 平成28年度から実施 一部 医学部 IB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、平成30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、合格が取消となります。

47 私立 中京大学
グローバル特別入試
(バカロレア資格型)

平成28年度から実施 全学部

国際英語学部、国際教養学部、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

IB資格者のみ対象

国際英語学部国際英語学科国際英語
キャリア専攻（5名）、英語圏文化専攻（5
名）、国際学専攻（5名）、国際教養学部
（7名）、心理学部（4名）、法学部（5名）、
経済学部（5名）、経営学部（7名）、総合
政策学部（4名）、現代社会学部現代社

会学科社会学専攻（2名）、コミュニティ学
専攻（2名）、社会福祉学専攻（2名）、国
際文化専攻（3名）、工学部機械システム
工学科（2名）、電気電子工学科（2名）、
情報工学科（2名）、メディア工学科（2

名）、スポーツ科学部スポーツ健康科学
科（2名）、競技スポーツ科学科（3名）、ス

ポーツ教育学科（2名）

※外国語資格型と合算

詳細は入試要項をご確認ください
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国公私 大学名 入試名称
試験導入年度

（入学年度ではない）
対象学部 学部名 対象者

募集人数
（名）

備考

48 私立 関西学院大学

インターナショナル・バカロレア
入試

（理工学部は、グローバルサイ
エンティスト・エンジニア入試）

平成28年度
以前より実施

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、
理工学部

IB資格者のみを対象

若干名（神学部、教育学部、
理工学部）

他試験とあわせて計１３２名
（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、総合政

策学部）

グローバル入試（Ⅰ 国際貢献活動を志す者
のための入学試験／Ⅱ 英語能力・国際交流
経験を有する者を対象とした入学試験／Ⅲ イ
ンターナショナル・バカロレア入学試験／Ⅳ グ
ローバルキャリアを志す者のための入学試験
（英語エッセイ方式）／Ⅴ グローバルサイエン
ティスト・エンジニア入学試験）の中カテゴリー
として実施

49 私立 近畿大学 国際学部AO入試 平成27年度から実施 一部 国際学部 IB資格者以外も対象 30名

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が受験する場
合は、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

50 私立 京都外国語大学
海外帰国生徒特別入試
（国際バカロレア入試含

む）
平成29年度から実施 全学部 外国語学部・国際貢献学部 ※ IB資格者以外も対象 51名

※ 国際貢献学部は、平成30年4月設置
予定であり認可申請中。

51 私立 立命館大学
AO 選抜 文学部「国際方
式（デュアル・ディグリー・
プログラム）」入学試験

平成28年度から実施 文学部
文学部　国際文化学域
文学部　コミュニケーション学域

IB資格者以外も対象 3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

52 私立 神戸女学院大学 国際バカロレア入試 平成28年度から実施 全学部 文学部、音楽学部、人間科学部 IB資格者のみを対象 若干名
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国公私 大学名 入試名称
試験導入年度

（入学年度ではない）
対象学部 学部名 対象者

募集人数
（名）

備考

53 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

54 私立
立命館アジア太平洋大
学

全てのAO入試 平成26年度から実施 全学部
・ アジア太平洋学部
・ 国際経営学部

IB資格者以外も対象
・ アジア太平洋学部：

141名
・ 国際経営学部： 74名

いずれの方式においてもIBは出願資格
の一部である。
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