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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 10 月現在で 50 カ国・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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１．募集定員 

【２年次】 ７名 

【３年次】 １名 

 

２．出願資格 

履修済みの科目の内容と単位数を確認しますので、「３．単位認定と卒業までの必要年

数」を参照し、２０２１年１月１５日（金）までに英文成績証明書の原本及び履修した科

目の内容が分かる書類（①シラバス、②授業時間数、③成績評価基準、④教育機関の認定

機関が明示されている資料 ※資料は全て英文が望ましい）、別紙にて出願予定者本人の

連絡先（氏名、住所、メールアドレス、電話番号）を同封して提出してください。 

なお、本学では令和 3（2021）年度から新しいカリキュラム（2021 カリキュラム）を導

入しますが、2 年次編入、3 年次編入のいずれの場合も適用されるカリキュラムは従来の

カリキュラム（2008 カリキュラム）となります。 

 

【２年次】 

 次の（１）～（４）のいずれかに該当する者。ただし、（１）～（３）の場合は現

に本学に在学している者は出願できない。 

（１）大学、短期大学もしくは高等専門学校を卒業した者または２０２１年８月まで 

  に卒業見込みの者 

（２）専修学校の専門課程（修業年限が２年以上であること、その他文部科学大臣の 

  定める基準を満たすものに限る）を修了した者または２０２１年８月までに修了

見込みの者（学校教育法第９０条に規定する大学入試資格を有する者に限る） 

（３）大学において１年以上在学し、３０単位程度を修得した者または２０２１年 

  ８月までに同要件を満たす者 

（４）本学の特別科目等履修生として所定の成績を修めた者 

 

【３年次】 

  次の（１）～（３）のいずれかに該当する者。ただし、原則として高等教育機関  

 における２年以上の学修を英語で行った者（うち、少なくとも１年間は、海外の高 

 等教育機関で学修した者）に限る。 

（１）大学、短期大学もしくは高等専門学校を卒業した者または２０２１年８月まで 

  に卒業見込みの者 

（２）専修学校の専門課程（修業年限が２年以上であること、その他文部科学大臣の 

  定める基準を満たすものに限る）を修了した者または２０２１年８月までに修了 

  見込みの者（学校教育法第９０条に規定する大学入試資格を有する者に限る） 

（３）大学において２年以上在学し、６０単位程度を修得した者または２０２１年 

  ８月までに同要件を満たす者 

 

３．単位認定と卒業までの必要年数 

編入する年次にかかわらず、他大学等で取得した単位については、本学の科目の内容

と合致し、本学における成績評価基準において「Ｃ－」（成績点７０点）以上と同等の成

績が付与された単位に限り認定されます。なお、認定される科目の単位数が本学の科目

の単位数を下回ることはできません。 
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本学において認定可能な単位数の上限は英語による授業科目については３０単位、そ

の他の場合は１８単位とします。 

ただし、３年次に編入した学生で、海外の大学において３０単位を越えて単位を取得

しており留学を免除できると認められた場合は、認定可能な単位数の上限を６０単位と

します。６０単位が認定された場合、本学の修学段階の３段階目であるジュニアに編入

できることとなり、それ以外はフレッシュマンまたはソフォモアとしての編入になりま

す。 

編入した学生の単位は、入学後に審査・認定が行われます。２年次または３年次

編入した場合でも、単位認定の結果により、フレッシュマンやソフォモアとしての

編入となる場合があるため、卒業に要する期間が長くなることがあります。したが

って、単位の認定について、「２．出願資格」を参照し、事前に本学の確認を受け

てください。 

 

【ＡＩＵにおける修学段階】 

修 学 段 階 取得単位数 

フレッシュマン（Freshman） ２８以下 

ソフォモア（Sophomore） ２９－６０ 

ジュニア（Junior） ６１－９２ 

シニア（Senior） ９３以上 

 

４．出願要件 

 （１）語学力 

   以下のいずれかの成績を所持していること（有効期限のある試験においては、 

出願期間の最終日の時点で有効なスコアであること） 

   【２年次】 

    ＴＯＥＦＬ ｉＢＴ®テスト７１点以上、ＴＯＥＦＬ® ＰＢＴテスト５３０点以

上または ＩＥＬＴＳTMバンド６．５以上 

 【３年次】 

     ＴＯＥＦＬ ｉＢＴ®テスト７９点以上、ＴＯＥＦＬ® ＰＢＴテスト５５０点以

上または ＩＥＬＴＳTMバンド６．５以上 

 （２）在留資格 

    日本国籍を有しない者については、出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政

令第３１９号）において大学入学に支障のない在留資格を取得でき、２０２１年

８月３１日までに日本に入国できる者 

 

  ※上記の要件を満たしていない場合は出願を受理できません。 

 

５．出願期間 

２０２１年２月１日（月）～２月２６日（金）（消印有効） 

 

６．出願方法 

出願は、郵送により行ってください。 

1．郵送による出願 

 書留速達郵便で送付してください。海外在住の方は、国際航空郵便書留で送付し
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てください。 

 

 

【出願書類提出先及び問い合わせ】 

〒０１０－１２９２ 秋田県秋田市雄和椿川字奥椿岱１９３－２ 

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  ＦＡＸ ０１８－８８６－５９１０ 

Website: https://web.aiu.ac.jp/ E-mail: info@aiu.ac.jp 

※封筒に「春季編入学・転入学試験出願書類在中」と朱書きしてください。 

※電話による問い合わせは、原則として志願者本人が行ってください。 

 

 

７．出願書類 

出願書類等 注  意  事  項 

１．志願票 必要事項をもれなく記入してください。 

２．受験票・写真票 ①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（正面上半身脱帽、背景なし、出

願前３ヶ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に貼

付してください。 

３．志願理由書 本学への編・転入学を志願する理由、本学で何を学びたい

か、将来構想などについて５００語程度の英語で作成して

ください。 

４．卒業（見込）証明書 出身の大学、短期大学、高等専門学校または専修学校が作

成した卒業（見込）証明書を必ず提出してください。出願

資格（３）に該当する者は、当該大学の長が作成した在学

証明書または在学期間証明書を提出すること。 

※日本語・英語以外の証明書については、当該国の日本国大

使館もしくは領事館または公証役場等で公証印を受けた、日

本語または英語の翻訳を添付すること。 

５．成績証明書 出身の大学、短期大学、高等専門学校または専修学校の長

が作成し厳封したもの。なお、履修中の科目がある場合に

は、科目履修証明書（修得予定の単位数が記入されたも

の）を提出すること。 

※日本語・英語以外の証明書については、当該国の在日本

国大使館、領事館、公証役場等で公証印を受けた、日本語

または英語の翻訳を添付すること。 

６．高等学校の調査書又

は証明書 

①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。 

②高等専門学校３学年修了者および文部科学大臣が高等学

校の課程と同等の課程またはこれに相当する課程を有する

ものとして認定もしくは指定した在外教育施設の当該課程

を修了した者の調査書については、文部科学省所定の様式

mailto:info@aiu.ac.jp
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に準じたものを提出してください。 

③外国において、学校教育における１２年の課程を修了し

た者またはこれに準ずる者で文部科学大臣が指定したもの

は、成績証明書を提出してください。 

 なお、国際バカロレア資格取得者、アビトゥア資格取得

者、バカロレア資格取得者は、以下の書類を提出してくだ

さい。 

● 国際バカロレア 

  ａ）国際バカロレア資格証書（写し） 

    ｂ）国際バカロレア資格最終試験６科目の成績評価 

        証明書（原本） 

  ● アビトゥア（ドイツ） 

    Abitur 資格証書（写し） 

  ● バカロレア（フランス） 

    ａ）Baccalaureat 資格証書（写し） 

    ｂ）Baccalaureat 資格試験成績証明書（原本） 

  また、日本留学試験を受験されている方は、成績通知書

（原本）を提出してください（任意）。提出した成績証明

書（原本）または成績通知書（原本）の返送を希望する場

合は、その旨明記してください。 

※日本語・英語以外の証明書については、当該国の日本国

大使館もしくは領事館または公証役場等で公証印を受け

た、日本語または英語の翻訳を添付すること。 

④文部科学大臣の指定を受けた専修学校高等課程の学科修 

了した者および大学入学資格検定または高等学校卒業程度 

認定試験に合格した者については、当該試験の成績証明 

をもって調査書に代えることができます。 

  なお、大学入学資格検定または高等学校卒業程度認定試

験に合格し、一部の科目を高等学校等で修得している者

は、当該学校の成績証明書を併せて提出してください。 

（注）調査書等は、発行日が２０２０年４月１日以降のも

のを提出してください。（「大学入学資格検定合格者の当

該試験等の成績証明書」は除く） 

７．推薦書 

 

最終出身校在学時の指導教員、現在の所属長またはそれに準ず

る者の推薦書１通を提出すること。英語または日本語で作成

し、厳封すること。 

８．英語資格検定証明書 ＴＯＥＦＬ®テストまたはＩＥＬＴＳTM の成績証明書（原本）

を同封してください。 

※ＴＯＥＦＬ®テストのスコアをＥＴＳから本学に送付される

場合、成績証明書の同封は不要です。ただし、出願期間の最終

日までにＥＴＳからスコアが届かない場合は、出願書類不備と

見なされますので、ご注意ください。国際教養大学のインステ

ィチューションコードは８５２４です。 
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９．入学検定料 以下の方法で納入してください。 

①志願者が日本国内に居住している場合、または国内在住の親

族等が検定料を納付する場合は、１７，０００円の普通為替証

書（作成手数料４３７円）により納付してください。なお、志

願者が出願時海外に居住しており、国内在住の親族等が検定料

を納付する場合、志願者本人の氏名を明記した文書を同封の

上、郵送してください。 

②志願者が海外に居住している場合、下記の口座に 

１７，０００円を振り込んでください。 

 秋田銀行河辺支店（支店コード：２６１） 

 普通預金口座 

 口座番号：１８２０７２ 

 口座名義人：公立大学法人国際教養大学 

       理事長 鈴木 典比古 

（SWIFT コード：AKITJPJT） 

※送金および着金に係る手数料はすべて志願者の負担としま

す。（受取人である本学が入学検定料を満額受領することが

できるよう銀行窓口で送金を依頼する際は、手数料コード

「OUR」（依頼人負担）を使用するよう依頼してくださ

い。もし、手数料コード「BEN」（受取人負担）または

「SHA」（依頼人および受取人負担）を使用した場合は、

不足分を追加送金していただくことになります。） 

※入学願書送付時に「振込控えのコピー」を併せて送付してく

ださい。 

※一度、納入された入学検定料は返還しません。 

１０．受験票送付用封筒 

 

「受験票」送付用として使用します。長形３号の封筒に郵

便番号、住所、氏名を明記し、３８４円分の切手を貼付し

てください。 

※海外への送付をご希望の方は、同封不要です。 

※一度受理した出願書類は、原則として返還しません。 

 

８．選考方法 

提出された書類（語学力、志願理由書、推薦書および大学等在籍時の成績等）、英

語小論文試験および面接の結果に基づき、総合的な判断で決定します。 

 

９．試験の期日・時間割 

（１）試験期日 ２０２１年３月１４日（日） 

（２）時 間 割 

時間 試験項目 

１１時～１２時３０分 英語小論文 

１３時３０分～ 面接 
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１０．試験会場 

  国際教養大学キャンパス：秋田県秋田市雄和椿川字奥椿岱 

  （秋田空港、ＪＲ和田駅から車で約１０分） 

  ※試験当日は、ＪＲ秋田駅から送迎バスを運行します。スケジュールは、受験票返

送時にお知らせしますので、ご確認ください。 

 

１１．面接 

 （１）提出された書類に基づいて、日本語および英語による個別面接を行います。 

 （２）資料等の持ち込みは認めません。 

 

１２．受験上の注意 

 （１）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 

りますので、試験後も大切に保管してください。 

 （２）受験者は、集合時間までに指定された試験室に入室し、着席してください。 

 （３）英語小論文試験開始後３０分以内の遅刻に限り受験を認めますが、試験時間の 

延長は行いません。 

 （４）原則として、途中退室は認めません。 

 （５）受験票は、試験時に試験監督員等に明示できるように机上に置いてください。 

 （６）小論文試験中に使用を許可するものは、HB の鉛筆（シャープペンシル可）、消   

しゴム、鉛筆削り、時計（時計機能のみのもの）に限ります。耳栓は、試験監督の 

指示が聞き取れないことがありますので、使用できません。 

 （７）試験会場における受験者間の物品の貸借は一切認めません。 

 （８）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。 

 （９）昼食は各自で準備してください。 

 （10）試験会場付近および駅周辺で合格電報等の受付を行う者がいても、国際教養大 

学とは一切関係がなく、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。 

 （11）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。 

 （12）試験期日の前日の午後に限り、国際教養大学構内の下見ができますが、試験会 

場への立ち入りはできません。 

 （13）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。 

 （14）新型コロナウイ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、本要項で周知した日程・試験内容どおりに入学試験をおこなうことが

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は本学は一切の責任を負いません。 

 

１３．合格者発表 

 （１）発表期日 

２０２１年３月１９日（金） 

 （２）発表方法 

    次の方法で、合格者の受験番号を発表します。 
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   本学ホームページ上での発表 https://web.aiu.ac.jp/（発表当日午後２時予定） 

    ※合格者には、合格通知を郵送します。 

    ※電話、ファックス、郵便、電子メール等による合否の問い合わせには応じません。 

 

 

１４．入学手続期間 

  ２０２１年３月２２日（月）～２０２１年４月１６日（金） 

 

１５．初年度必要経費について 

（１）入学料 

 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 

  １ 入学の日（２０２１年９月１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１親等の親族が入学の日の１年前から引き続き秋田県内に住所 

を有する者 

  ３ 県内の高等学校を卒業した者 

  ４ 上記に掲げる者のほか、これらの者に準じる者として学長が認めた者 

②納付方法 

合格通知とともに入学料請求書が送付されます。請求書に記載された期日までに 

入学料を納入する必要があります。指定期日までに納入しない場合は入学資格を失

います。入学料納入の際の手数料などは、すべて合格者負担です。なお、いったん

納入された入学料は返還しません。 

（２）授業料 

 ①金額 年額 ６９６，０００円 

   ただし、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 

  各学期分割して納付していただきます。 

秋学期 ３４８，０００円  ２０２１年１０月１日 

春学期 ３４８，０００円  ２０２２年５月１日 

（３）経済支援 

   経済的事情または不測の災害などのため、授業料の納付が著しく困難な学生に対

する奨学金制度があります。詳しくは本学ホームページを確認してください。 

（４）寮費 

原則として、入学後１年間の入寮が義務づけられています。 

①金額 年額 ４６８，２２０円 

 （部屋代、学期中の食事、退去時清掃費含む。） 

  ※２０２０年度の実績額であり、変更される場合があります。また、在学中に 

入寮費が改定された場合は、改定時から新しい金額が適用されます。 

 ②納付方法 

  各学期分割して納付していただきます。 

秋学期 ２６０，８６０円（期日 ２０２１年８月下旬） 

春学期 ２０７，３６０円（期日 ２０２２年３月中旬） 
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（５）その他 

・学生教育研究災害傷害保険料および学研災付帯賠償責任保険料（※２，４３０円

／２年分 *３年次編入・転入学者の修業年限期間分、３，６２０円／３年分 *２年次

編入・転入学者の修業年限期間分） 

・学生活動費（２６，０００円） 

・「保護者の会」会費（２０，０００円） 

・「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、ＴＯＥＦＬ®テスト、教科書購入等のために別に諸費用が必要ですが、詳

細は入学手続書類送付時に案内します。 

  ※上記は２０２０年度の実績額であり、変更される場合があります。 

 

１６．留学 

本学の学生は、原則として、在学中に１年間、海外の提携大学へ留学することが

義務付けられています。留学先の提携大学は、２０２０年１０月現在５０か国・地

域の２００大学です。なお、留学する大学によっては、追加の学費を求められる場

合があります。 

  ※３年次編入において、以下に掲げるすべての条件を満たしている場合は、留学が

免除されることがあります。 

   ①ＴＯＥＦＬ ｉＢＴ®テスト９２点以上、ＴＯＥＦＬ® ＰＢＴテストもしくは 

ＴＯＥＦＬ ＩＴＰ®テスト５８０点以上、またはＩＥＬＴＳTMバンド６．５ 

以上を取得済みであること。 

   ②本学への編入前に他大学における１学年度以上の留学経験があること。 

   ③留学の免除を申し出ること。 

 


