
                           

2017 年度からの「ユニヴァーサル・アドミッションズ」について（予告） 
 

2015 年 5 月 

 

国際基督教大学教養学部では、言語背景に関わらず、国内外のすべての学生に

開かれた年 2 回（4 月・9 月）の入学者選抜制度の構築と、それに対応した新た

な語学カリキュラムへの移行を目指しています。 
 

この一環として、外国の教育制度を受けた志願者を対象として、IELTS または

TOEFL、日本留学試験、および日英両語による面接を組み合わせたダイアログ

方式の「9 月入学国際学生入学試験」を 2017 年 9 月入学から開始します。また、

「4 月入学書類選考」も 2018 年 4 月入学から導入します。これまでの「4 月入

学帰国生特別入学試験」と「9 月入学書類選考」と併せて、新たな「ユニヴァー

サル・アドミッションズ」の機会が広がります。日本留学試験の指定科目、お

よび英語能力試験の出願に必要な最低点については 6 月に公表予定です。 

 

なお、2016 年春から実施される SAT 変更に伴い、2017 年度 4 月以降に書類選考

による入学予定の志願者が新しい SAT を利用する場合は、Essay を含むスコアを

提出するものとします。2017 年度については、現行の SAT スコアも利用できま

す。 
 

また、2017 年度 4 月入学帰国生入学試験の出願書類から TOEIC スコアは除外さ

れます。 
 

詳しくは、2017 年度の募集要項をご確認ください。 
 

  



                           

 

ユニヴァーサル・アドミッションズ（募集人員 90 名） 

4月入学帰国生入学試験（20 名） 9月入学国際学生入学試験（10 名） 

対象：外国の教育制度で中高を通じて 2 年間

以上（現行通り） 

対象：外国の教育制度で高校最終学年を含み

継続 6 年以上 

ダイアログ方式：試験と面接 ダイアログ方式：書類選考と面接 

利用試験：IELTS または TOEFL スコア。 

2017 年度から TOEIC は対象外とする。  

利用試験：IELTS または TOEFL、および日

本留学試験 (EJU) （6月公表予定） 

4月入学書類選考（10 名） 9 月入学書類選考（50 名） 

対象： 

A. 外国の教育制度で高校最終学年を含み継

続 2年以上（現行の 9月入学書類選考と同じ） 

B. 外国の教育制度で高校最終学年を含み継

続 6 年以上 

対象： 

外国の教育制度で高校最終学年を含み継続2

年以上（現行通り） 

利用試験： 

A. 現行の 9 月入学書類選考と同じ 

B. IELTS または TOEFL、および日本留学試

験 (EJU) （6 月公表予定） 

利用試験：現行通り 



Preliminary Announcement on Universal Admissions starting from 2017 

 

College of Liberal Arts 

International Christian University 

May 2015 

 

ICU’s College of Liberal Arts aims to establish a new admissions system and language curricula, 

which will adequately match the needs of students with diversified language backgrounds.  

 

Starting from September 2017 matriculation, we will accept international students, regardless of 

nationality, who have been educated outside the regular Japanese educational system by conducting 

an interview in English and Japanese and documentary screening, using the Examination for 

Japanese University Admission for International Students (EJU) and IELTS/TOEFL scores. Starting 

from April 2018 matriculation, we will also accept some students through documentary screening, 

which is currently conducted only for September Admissions. In addition to the existing methods of 

April Admissions for Returnees and Documentary Screening for September Admissions, these new 

methods will expand Universal Admissions opportunities for international students. Details of 

required EJU subjects and the minimum scores of IELTS/TOEFL will be announced in June 2015. 

 

Also, please note that for those who use SAT scores as Educational Certification for Documentary 

Screening, the Essay score of the redesigned SAT (starting in Spring 2016) will be required. ICU 

will accept both the current and redesigned SAT scores for Admissions in 2017.  

 

From 2017 April Admissions for Returnees, TOEIC scores will not be accepted. 

 

For more details, please refer to future information on the Universal Admissions 2017. 

 
 
  



Universal Admissions（90） 

 April Admissions for Returnees（20） 
September Admissions for International Students 

（10） 

Eligibility: No change 

Eligibility:  
Have been attending secondary school(s) outside 
the regular Japanese educational system for 
continuous six years including the last year of 
high school 

Method: exam and interview Method: documentary screening and interview 

Tests：IELTS or TOEFL 
TOEIC will not be accepted from 2017 

Tests: IELTS/TOEFL, Examination for Japanese 
University Admission (EJU)  (Details to be 
announced in June) 

Documentary Screening for April Admissions
（10） 

Documentary Screening for September 
Admissions （50）  

Eligibility:  
A. Have been attending school(s) outside of the 
regular Japanese educational system for at least 
the last two years of high school (the same as for 
Documentary Screening for September 
Admissions) 
B. Have been attending secondary school(s) 
outside the regular Japanese educational system 
for continuous six years including the last year of 
high school 

Eligibility: No change 

Tests： 

A. The same as for Documentary Screening for 
September Admissions 
B. IELTS/TOEFL,  Examination for Japanese 
University Admission (EJU)  (Details to be 
announced in June) 

Tests: No change 

 


