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重要 

新型コロナウイルス感染症の状況により、 

内容が変更となる可能性があります。最新 

情報は本学ウェブサイトをご覧ください。 
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●入学者選抜方針 

 

（１）国際教養大学ミッションステートメント 

国際教養大学は「国際教養教育」を教学理念に掲げ、グローバル社会におけ 

るリーダーを育成することを使命とします。 

 国際教養教育は、世界の広範な事象に関する幅広い知識と深い理解、物事の本

質を見抜く洞察力や思考力、これらの上に築かれたグローバルな視野とともに、

英語をはじめとする外国語の卓越したコミュニケーション能力を涵養します。 

国際教養教育を受けた者は、確固たる「個」を確立し、道義心の修養を通じて

開かれた高潔な精神と情熱を持って時代の諸課題に立ち向かい、自らが暮らす地

域や所属する国家のみならず広く人類社会に貢献します。 

 

（２）国際教養大学の特徴 

① 教育重視の立場から、国籍・年齢・性別を問わず教育に熱意と能力のある教

職員を広く世界に求め、外国人が半数を占める教授陣により、すべての授業

を英語で行います。 

② 異文化体験を通じた国際的な視野とセンスを身に付けさせるため、１年間の

海外留学を義務付け、併せて、全世界から留学生が集う国際色豊かな教育環

境とキャンパスライフを提供します。 

③ 異文化社会との恒常的な交流を基礎とする世界に開かれた大学として、2020

年 6月現在で 50ヵ国・地域 200校の提携大学をはじめ、広く世界の諸大学と

連携を深めます。 

④ 学生は少数精鋭教育とし、入学後 1 年間は全員に寮生活を義務づけることな

どを通じて、全人格的な教育を行います。 

⑤ すべての教員への任期制の適用など、教育力を最優先に掲げる挑戦的な大学

です。 

 

（３）国際教養大学が求める学生像 

   本学は、その理念に共感する次のような学生を求めています。 

主体的に学ぶ意欲が強く、鋭い問題意識を持つ学生であって、 

● 社会科学、人文科学、自然科学の広い分野について均衡のとれた基礎学力、論

理的、批判的、創造的な思考力を身に着けた学生あるいは特定分野について卓

越した経験や能力を有しながらより広い分野について学修を深めようとする意

欲を持つ学生 

● 海外での学修経験や諸活動への参加経験、国内での国際交流事業などに積極的

参加を経験するなど世界の多様な文化、言語、歴史、社会などの国際関係につ

いて強い関心と探求心を持つ学生 

● 国際社会を舞台に活躍できるような実践的な外国語運用能力（特に英語）と幅

広い教養の修得を志す学生 
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●グローバル・ワークショップ入試の概要 

 

１． 募集人員  

 

 

 

※学部一括で募集します。 

 

２． 出願資格 

    次のいずれかに該当する者で、入学までに原則として 18歳に達する者 

（１） 高等学校もしくは中等教育学校を令和 2年 4月以降に卒業した者または令和 3年 3月ま

でに卒業見込みの者 

（２） 通常の課程による 12 年の学校教育を令和 2 年 4 月以降に修了した者または令和 3 年 3

月までに修了見込みの者 

（３） 学校教育法施行規則第 150 条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力が

あると認められる者で令和 2年 4月から令和 3年 3月までにこれに該当する見込みの者 

 

３． 出願要件 

本学での勉学に対し、熱意と適性を有するもので、合格した場合には、必ず入学を確約

できる者 

エントリー期間に必要書類を提出し、書類審査により出願候補者となった者 

 

４． 入試の流れ 

※STEP 1のエントリー方法については、本学ウェブサイトを確認してください。 

 

 

 

 

 

学部 学科 募集人員 

国際教養学部 国際教養学科 5名 

 内容 期日 

STEP 1 エントリー（書類の提出） 2020年 7月 20日（月）～7月 31日（金） 

STEP 2 書類審査の結果通知 2020年 8月 26日（水）より順次 

STEP 3 出願 2020年 9月 4日（金）～9月 11日（金） 

STEP 4 ワークショップ 2020年 10月 3日（土） 

STEP 5 試験（面接） 2020年 10月 17日（土） 

STEP 6 合格発表 2020年 10月 23日（金） 

STEP 7 入学手続 2020年 10月 26日（月）～10月 30日（金） 
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５． 出願期間及び出願方法 

 （１）期間 

    令和 2年 9月 4日（金）～11日（金）（最終日消印有効） 

（２）出願方法 

・同封の出願用紙を用い、「簡易書留・速達」により送付してください。簡易書留速達

郵便とされているものに限り受理し、出願期間最終日消印有効とします。 

・出願期限を厳守してください。出願期間後の消印のものは一切受付ません。 

（３）出願先及び問い合わせ先 

〒010-1292 秋田市雄和椿川字奥椿岱 

国際教養大学事務局 アドミッションズ・オフィス 

TEL：018-886-5931（直通） FAX：018-886-5910 

E-mail：info＠aiu.ac.jp 

 （４）出願書類の概要 

出願書類 留 意 事 項 

Ａ票 志願票 巻末の「出願書類の記入例および記入上の注意」を参照のうえ必要事項を

もれなく記入してください。 

Ｂ票 受験票 ①巻末の「出願書類の記入例および記入上の注意」を参照のうえ必要事項

をもれなく記入してください。 

②縦 4cm×横 3cm の写真（正面上半身無帽、背景なし、出願前 3 ヵ月以内

に撮影したもの）の裏面に氏名を記入し、全面をのり付けのうえ、写真貼

付欄にはがれないよう貼付してください。 

③Ｂ票とＣ票には同じ写真を使用してください。 

Ｃ票 写真票 

Ｄ票 住所票 ①受験票、合格通知等の連絡を行うため使用します。 

②郵便番号、住所、氏名を記入してください。 

入学検定料 

 

 

17,000 円分の「普通為替証書」を同封してください。「普通為替証書」

は郵便局で作成（作成手数料 437 円）し、左上「指定受取人おなまえ」の

欄に「公立大学法人国際教養大学」と記入してください。その他は（裏面

も含めて）記入しないでください。 

Ｅ票 入学検

定料領収証書

・納付票 

巻末の「出願書類の記入例および記入上の注意」を参照のうえ、必要事

項をもれなく記入してください。特に、為替番号の記入もれがないように

留意してください。 

調査書 

 

 

文部科学省所定の様式により高等学校長が作成し、厳封してください。 

（注）調査書等は、発行日は令和 2 年 8 月１日以降のものを提出してくだ

さい。 

Ｆ票 宛名票 市販の角２封筒に上記書類を入れ、Ｆ票を張り付けて送付してくださ

い。 

Ｇ票 提出書

類チェック票 

 志願者チェック欄を利用し、提出書類が整っていることを確認し、Ｇ票

を一番上にして封筒に入れてください。 
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（５）出願上の注意事項 

① 出願書類に、次のような不備がある場合は受理しないことがありますので、十分注意

してください。 

    ア 出願書類がすべてそろっていないもの 

    イ 入学検定料としての「普通為替証書」が同封されていないもの、または料金に不足 

のあるもの 

    ウ 記入もれ、誤記のあるもの（取消線などで訂正したものは除く。） 

② 出願書類の記入にあたっては、巻末の「出願書類の記入例および記入上の注意」を参

照し、楷書で正確に記入してください。また、記入は、黒色ボールペンまたは黒色イ

ンクを使用してください。 

③ 出願受付後の出願事項の変更は認めません。ただし、氏名、住所、または電話番号に

変更があった場合は、前記出願先まで連絡してください。 

④ 受験票は、出願受理後に本人あてに送付します。試験期日の３日前までに受験票が届

かない場合は、前記出願先までお問い合わせください。 

⑤ 入学を許可した後であっても、提出された出願書類の記載と相違する事実が発見され

た場合には、入学を取り消すことがあります。 

⑥ 一度受理した出願書類および入学検定料は、返還しません。 

 

６． 身体等に障がいのある志願者の事前相談 

  入学志願者で、身体等に障がいがあり受験上および修学上特別な配慮を必要とする場合は、 

令和 2年 8月 28日（金）までに、前記出願先まで申し出てください。 

  なお、相談の内容によっては、本学の試験日までに対応できず、特別な配慮が講じられな  

  いこともありますので、なるべく早めに相談をしてください。 

 

７． 選抜方法 

入学者の選抜は、自己アピール書、調査書の内容、ワークショップでの活動および面接の

結果を総合的に判定して合格者を決定します。 

自己アピール書、調査書は、思考力や表現力、基礎的学力などを判断します。ワークショ

ップは、主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度などを判断します。面接（日本語お

よび英語）は、自己アピール書および調査書の内容をもとに英語力および勉学への意欲を判

断します。 

 

（１） ワークショップおよび試験の期日、時間割 

◎ワークショップ期日 令和 2年 10月 3日（土）（来学またはオンライン） 

    ※ワークショップの詳細は、STEP 2 書類審査の結果通知の際に、出願候補者にお知ら

せします。 

 

  ◎試験期日 令和 2年 10月 17日（土）（来学またはオンライン） 

集 合 時 間 試 験 時 間 試 験 項 目 

別途連絡※ 面接 

    ※集合時間は受験番号により異なります。出願受理後、受験票送付時にお知らせしま

す。 
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（２） ワークショップおよび試験の会場 

国際教養大学またはオンライン（8ページの地図をご参照ください。） 

  

  （３）面接 

          日本語および英語による個別面接を行います。 

 

（４）受験上の注意 

  ① 「2021（令和 3）年度国際教養大学入学試験受験票」を必ず持参してください。受

験票を忘れた者は、すみやかに試験実施本部で仮受験票等の交付を受けてください。

また、受験票は、入学手続の際に必要となるので、試験後も大切に保管してください。 

② 受験者は、試験開始 20分前までに指定された控室に入室し、着席してください。 

③ 携帯電話等は、試験室および控室に入る前に必ず電源を切って、バッグ等にしまっ 

てください。 

④ 試験会場付近および駅周辺等で合格電報、レタックス等の受付を行う者がいても、 

国際教養大学とは一切関係なく、トラブル等が生じても責任を負えないので注意して

ください。 

⑤ 健康上の問題が生じた場合に備え、健康保険証を持参してください。 

  ただし、試験当日に学校保健安全法で出席の停止が定められているインフルエンザ

等の感染症に罹患し治癒していない方は、他の受験生や監督者等に感染する恐れがある

ため受験できません。新型コロナウィルスについても上記感染症に準じる扱いとします。 

⑥ 国際教養大学校内の下見をすることができますが、試験期日の前日の午後からは試 

 験会場への立ち入りはできません。 

⑦  その他、必要が生じた場合には、受験票送付の際に併せて通知します。 

⑧ 新型コロナウィルス感染拡大や自然災害、公共交通機関の遅れなどの不測の事態に

より、本要項で周知した予定の日程・試験内容どおりに入学試験を行うことができない

と本学が判断した場合、試験開始時間や試験内容の変更等を本学ウェブサイトにてお知

らせします。 

なお、これらのことに伴う受験生の費用の負担、その他個人的不利益について本学

は一切の責任を負いません。 

 

８． 合格者発表 

（１） 発表期日 

令和 2年 10月 23日（金） （午後１時予定） 

（２） 発表方法 

① 受験番号を国際教養大学管理棟正面玄関前に掲示するとともに、合格者に合格通知 

書を送付します。 

② 電話、ファックス、電子メール、郵便等による問い合わせには応じません。 

（３） インターネットによる合格者受験番号案内のお知らせ 

   本学ウェブサイトで合格者受験番号をお知らせします。 

アドレスは、次のとおりです。（合格者発表日の午後 2時を予定しています。） 

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

   なお、掲示または合格通知書により、必ず正式な合否確認をしてください。 
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９． 入学手続 

（１）入学手続期間 

令和 2年 10月 26日（月）～30日（金）まで 

（時間：午前 9時から午後 5時まで） 

（２）入学手続場所 

国際教養大学事務局 アドミッションズ・オフィス 

（３）入学手続方法 

入学手続の詳細および必要な書類は、合格通知書とともに送付します。 

入学手続は、必要な書類をそろえ、本人持参または郵送により行ってください。 

入学手続きの際は、「2021（令和 3）年度国際教養大学入学試験受験票」を必ず持参

または郵送してください。 

 

１０． 初年度納付金等 

（１）入学金 

  ① 金額 423,000円（ただし、秋田県内の者については、282,000円） 

  （注）「秋田県内の者」とは、次のいずれかに該当する者です。 

    1 入学の日の 1年前から引き続き秋田県内に住所を有する者 

      2 配偶者または親族（1 親等）が入学の日の 1 年前から引き続き秋田県内に住所  

を有する者 

            3 上記に掲げる者のほか、これらの者に準ずる者として学長が認めた者 

    ② 納付方法 

 合格通知書に同封する納入通知書により、入学手続期限までに所定の金融機関に納

付してください。 

 なお、本学は、高等教育修学支援新制度の対象機関となっておりますが、入学金の

納入時期の猶予は行いません。修学支援新制度の適用を受ける場合でも、入学金は指

定された金額を期日までに全額お振り込みください。入学後、国の高等教育修学支援

新制度の支援区分の決定を受けて、還付手続き後に大学から還付を行います。 

 また、いったん納入した入学金は返還しません。 

（２）授業料 

① 金額 年額 696,000円 

 なお、在学中に授業料が改定された場合は、改定時から新授業料が適用されること 

         があります。 

② 納付方法 

 学期ごとに分割して納付していただきます。 

 前期 348,000円（期日 令和 3年 5月 1日） 

 後期 348,000円（期日 令和 3年 10月 1日） 

  （３）寮費（入学後１年間の入寮が義務付けられています。） 

    ① 金額  年額 468,220円 

（令和 2年度実績 11.5ヵ月分の部屋代、ゴールデンウィーク、夏冬期休業期間等 

を除いた 8ヵ月分の食事代（1日 3食）、退去時清掃費、光熱水費、冷暖房費等 

を含む。） 

 ※金額は変更することがありますので、ご了承ください。 

    ② 納付方法 
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 各学期ごとに分割して納付していただきます。 

  前期 220,860円（期日 令和 3年 3月下旬） 

  後期 247,360円（期日 令和 3年 8月中旬）  

（４）授業料の減免等 

 本学では、高等教育修学支援新制度の応募資格を有さない学生（留学ビザ保持者

等）のうち、経済的な事情又は災害等の不測の事態により授業料の納付が困難な学生

を対象に、授業料を減免する制度があります。なお、高等教育修学支援新制度の応募

資格を有する学生については、新制度へ応募してください。詳細は入学後にお知らせ

します。 

（５）その他 

・学生教育研究災害傷害保険料（学研災）および学研災付帯賠償責任保険料（学研 

  賠）（4,660円／4年間） 

・学生活動費（39,000円／在学期間分、ただし 1年間の留学期間を除く） 

・「保護者の会」会費（20,000円／在学期間分） 

・「同窓会」準会員費（20,000円／終身会員となります） 

・インフルエンザ予防接種費（3,000円／1回） 

 その他、英語能力テスト受験料、教科書購入等のために別途費用が必要ですが、詳

細は入学手続書類送付時に案内します。 

 ※上記は令和 2 年度実績です。金額は変更することがありますのでご了承ください。 

 

１１． 入学試験成績の開示 

   不合格となった者は、本人に限って、次により当該入学者選抜試験に係る個人情報の開示 

を請求することができます。 

（１） 請求の方法 

本人が「開示する場所」に赴いて請求してください。その際は必ず本学の受験票を 

         持参してください。 

 郵送による請求の場合は、受験票および返信用封筒を同封のうえ、開示する期間中 

         に請求してください。（必着） 

   （２） 開示する情報 

 ① 得点 

 ② 評価（ランクにて表示） 

（３） 開示する期間 

         令和 2年 10月 26日（月）～30日（金） 

      （土曜、日曜、祝日を除く午前 9時から午後 5時まで） 

（４） 開示する場所 

       国際教養大学事務局 

（５） 入学試験成績の開示請求先 

      〒010-1292  

      秋田市雄和椿川字奥椿岱 

      国際教養大学事務局 アドミッションズ・オフィス 

      TEL：018-886-5931（直通） 
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１２． 試験会場等の案内 

  （１）国際教養大学キャンパス：秋田市雄和椿川字奥椿岱 193-2 

     （秋田空港、ＪＲ和田駅から車で約 10分） 

    ※試験当日は、ＪＲ秋田駅東口（５番乗り場）およびＪＲ和田駅から送迎バスを運行 

します。 

    （スケジュールは、受験票送付の際に御案内します。） 

 

 

 

 （２）宿泊場所（プラザクリプトン） 

    この施設は、本学のゲストハウスに指定されていますので、受験生やその家族等が 

   利用する際は、特別割引を受けることができます。 

   〈予約・お問い合わせ〉〒019-2611 秋田市河辺戸島字上祭沢 38-4 

               プラザクリプトン 

               TEL：018-882-4811 FAX：018-882-4821                      
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１３． 入学前教育 

本学では、特別選抜試験（グローバル・セミナー入試、グローバル・ワークショップ入試、学

校推薦型入試、総合選抜型入試Ⅰ、社会人入試、ギャップイヤー入試）の合格者を対象に入学前

教育を行います。入学前教育は、合格から入学までの期間を活用し、以下を目標とします。 

① 英語力の向上 

② 幅広い学問分野に対する探究心の涵養 

③ 大学生活に向けた意欲の向上 

 

   

（１） START NOW SEMINARへの参加、推薦参考書を使用した自主学習 

（全特別選抜試験合格者対象） 

◆START NOW SEMINAR（上記①～③を目的とする合宿） 

期間：令和 3年 2月 12 日（金）～14日（日）予定 

場所：国際教養大学キャンパス 

   ◆推薦参考書を使用した自主学習 

詳細については、対象者に対し別途ご案内します。 

 

（２） 2021（令和 3）年度大学入学共通テストの受験 

本学では特別選抜試験合格者についても、一般選抜試験の受験者同様、大学入学共通テス

トを原則として全員受験していただきたいと考えています。本学は、「英語を」学ぶ大学で

はなく、「英語で」国際社会に関する事象を含め、様々な分野について学ぶ大学です。その

ため、英語だけではなく、国語、社会、数学、理科等幅広い基礎知識が必要です。卒業後の

就職や大学院進学等の際も、これらに関する知識は非常に有効です。 

本学合格後についても各教科の学習は継続し、学力の向上と弱点の補強に励んでください。 

 

    ◆独立行政法人大学入試センターＨＰ URL. https://www.dnc.ac.jp/ 

 

（３）TOEFL®テストの受験について 

   TOEFL®テスト（Test of English as a Foreign Language）は、英語を母語としない人を対

象とした英語運用能力テストの一つです。 

本学では、英語の到達度の指標として、TOEFL®テストのスコアを活用しており、新入生オ

リエンテーション期間中に実施する TOEFL ITP® テストの結果を目安に、EAP（English for 

Academic Purposes：英語集中プログラム）のクラスが決定されます。 

   特別選抜試験合格者については、合格後から入学までの期間に TOEFL ITP® テストに備えた

準備または受験することを勧めています。上記（１）START NOW SEMINAR の参加者には受験

機会を設けています。なお、今年度については形態が変更になる可能性があります。 

   ◆国際教育交換協議会（CIEE）日本代表部 URL  https://www.cieej.or.jp  

 



 

 

次の書類が同封してありますので確認してください。 

 

書類名 チェック欄 

Ａ票 志願票  

Ｂ票 受験票  

Ｃ票 写真票  

Ｄ票 住所票  

Ｅ票 入学検定料納付票  

Ｆ票 宛名票  

Ｇ票 提出書類チェック票  

 

 

 

 

お問い合わせ先 

 

〒010-1292 秋田市雄和椿川字奥椿岱 

          公立大学法人国際教養大学 

          アドミッションズ・オフィス 

 

ＴＥＬ：０１８－８８６－５９３１（直通） 

ＦＡＸ：０１８－８８６－５９１０ 

Ｈ Ｐ：https://web.aiu.ac.jp/ 

E-mail：info@aiu.ac.jp 
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