
2023年度
IPU・環太平洋大学

入試概要

※詳細については、学生募集要項を必ずご確認ください。
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2023年度入試カレンダー（予定）※コロナウイルスの感染状況によっては、変更の可能性があります。

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

オープンキャンパス
（総合型選抜 自己表現

入試 面談）

11/19・11/20、12/17
学校推薦型選抜
スポーツ・芸術入試
指定校入試
公募制入試
系列校入試
系列校特別入試

9/24・9/25
総合型選抜
自己推薦入試
プレゼンテーション入試

自己表現入試
兄弟・姉妹入試
スポーツ・芸術入試

11/19
総合型選抜
自己推薦入試

9/24
外国人留学生入試

9/24
スポーツセカンド
キャリア入試

2/4、3/17
総合型選抜
自己推薦入試

2/4
総合型選抜
スポーツ・芸術入試

2/4・2/5、2/26、3/17
一般選抜（Ⅰ～Ⅲ期）

12/17
スポーツセカンド
キャリア入試

3/17
スポーツセカンド
キャリア入試
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12/17
外国人留学生入試

2/26
外国人留学生入試

大学入学共通テスト利用入試（Ⅰ～Ⅲ期）
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2022年 2023年

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

総合型選抜

自己推薦入試

Ⅰ期 9/24（土）

Ⅱ期 11/19（土）

Ⅲ期 2/4（土）

Ⅳ期 3/17（金）

プレゼンテーション入試 Ⅰ期 9/24（土）

自己表現入試 Ⅰ期 9/24（土）

兄弟・姉妹入試 Ⅰ期 9/24（土）

スポーツ・芸術入試
※Ⅱ期の実施はありません

Ⅰ期 9/25（日）

Ⅲ期 2/4（土）

学校推薦型選抜

スポーツ・芸術入試
Ⅰ期 11/20（日）

Ⅱ期 12/17（土）

指定校入試
Ⅰ期 11/19（土）

Ⅱ期 12/17（土）

系列校入試
Ⅰ期 11/19（土）

Ⅱ期 12/17（土）

系列校特別入試
Ⅰ期 11/19（土）

Ⅱ期 12/17（土）

スポーツセカンドキャリア入試

Ⅰ期 9/24（土）

Ⅱ期 12/17（土）

Ⅲ期 3/17（金）

専願の入試
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2022年 2023年
9月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

学校推薦型選抜 公募制入試
Ⅰ期 11/19（土）

Ⅱ期 12/17（土）

一般選抜入試

Ⅰ期Ａ 2/4（土）

Ⅰ期Ｂ 2/5（日）

Ⅱ期 2/26（日）

Ⅲ期 3/17（金）

大学入学共通テスト利用入試 Ⅰ～Ⅲ期 個別の試験はありません

外国人留学生入試

Ⅰ期 9/24（土）

Ⅱ期 12/17（土）

Ⅲ期 2/26（日）

併願可の入試



□地方会場（神戸・広島・福岡・沖縄・札幌・東京・名古屋）に、
熊本が加わります。
※試験日によって、地方会場の設定が異なります。
詳細については、学生募集要項を必ずご確認ください。

2023年度入試の主な変更点について
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□今年度より新しい入試がはじまります。
・総合型選抜プレゼンテーション入試
・学校推薦型選抜系列校特別入試

□ 体育学科および健康科学科の資格取得者奨学金の対象となる入試は、
一般選抜入試のみになります。

✔

✔

□ 教育経営学科・現代経営学科の出願時のコース選択は廃止になりました。
これに伴い、以下の英語のライティング問題がなくなります。
・総合型選抜及び学校推薦型選抜 一般教養（英語のライティング問題）
・一般選抜入試 学力試験の選択科目英語のライティング問題

✔



総合型選抜 自己推薦入試 【専願】 対象学科:全学科

※総合型選抜自己推薦入試および他の総合型選抜入試での同一学科の複数回受験はできません。

● 出願資格:志望学科のアドミッションポリシーを理解し、本学を専願で希望する者。
● 日程:

●試験内容と配点:

※1:国語・数学・英語に関連するマークシート方式の混合問題
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入試期 出願期間 試験日/試験会場 合格発表

Ⅰ期 2022年9月5日（月）
～9月16日（金）

2022年9月24日（土）
本学・札幌・東京・名古屋・神戸・

広島・福岡・沖縄
2022年11月1日（火）

Ⅱ期 2022年11月1日（火）
～11月11日（金）

2022年11月19日（土）
本学 2022年12月1日（木）

Ⅲ期 2023年1月16日（月）
～1月27日（金）

2023年2月4日（土）
本学・東京・名古屋・神戸・広島・

熊本・福岡・沖縄
2023年2月15日（水）

Ⅳ期 2023年3月3日（金）
～3月10日（金）

2023年3月17日（金）
本学 2023年3月22日（水）

試験内容 時間 配点

一般教養（※1） 60分 100点

小論文 60分 100点

面接（個別） 100点



総合型選抜 自己表現入試 【専願】 対象学科:こども発達学科

※他の総合型選抜入試でのこども発達学科の受験はできません。

●出願資格:こども発達学科のアドミッションポリシーを理解し、表現力に優れ、本学を専願で希望する者。

●入試の流れ:

●日程:
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①申込・・・大学HP内受験生応援サイトの予約フォームより
申込。申込確認後、大学より連絡します。

②面談（個別）・・・ 右記日程表参照。
WEB、電話または来学にて対応。

③出願許可通知・・・本人及び高等学校へ通知。
④出願
⑤試験・・・下記参照
⑥合格発表・・・WEB上にて発表

回 面談日

第1回 2022年6月12日（日）

第2回 2022年7月3日（日）

第3回 2022年7月17日（日）

第4回 2022年8月7日（日）

第5回 2022年8月21日（日）

入試期 出願期間 試験日/試験会場 合格発表日

Ⅰ期 2022年9月5日（月）
～9月16日（金）

2022年9月24日（土）
本学・札幌・東京・名古屋
・神戸・広島・福岡・沖縄

2022年11月1日（火）

●試験内容と配点:

※1:どちらも3分以内とし、絵本の読み聞かせの場合は絵本の持ち込み可、自己PRスピーチの場合は持ち込み不可。

その後、内容について質問します。

試験内容 時間 配点

小論文 60分 100点

面接（個別） 100点

幼児に対する絵本の読み聞かせ
または

自己PRスピーチ（※1）
100点



総合型選抜 プレゼンテーション入試
【専願】 対象学科:教育経営学科・体育学科、現代経営学科

※他の総合型選抜入試での同一学科の受験はできません。

●出願資格:志望学科のアドミッションポリシーを理解し、本学を専願で希望する者。

●日程:

●試験内容と配点:

※1:SDGs、進路、高校の授業内で発表した学習成果などについてプレゼンテーションを実施(5分)
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入試期 出願期間 試験日/試験会場 合格発表日

Ⅰ期 2022年9月5日（月）
～9月16日（金）

2022年9月24日（土）
本学

2022年11月1日（火）

試験内容 時間 配点

プレゼンテーション・口頭試問
面接(個別)(※1) 20分

200点
プレゼンテーション・口頭試問:100点

面接:100点



総合型選抜 兄弟・姉妹入試 【専願】 対象学科:全学科

※他の総合型選抜入試での同一学科の受験はできません。

●出願資格:兄弟・姉妹が本学の卒業生または在学生で、志望学科のアドミッションポリシーおよび教育方針を深く理解し、本学を

専願で希望する者。

●特典:入学金免除

●日程:

●試験内容と配点:

※1:国語・数学・英語に関連する混合問題 9

入試期 出願期間 試験日/試験会場 合格発表日

Ⅰ期 2022年9月5日（月）
～9月16日（金）

2022年9月24日（土）
本学・札幌・東京・名古屋
・神戸・広島・福岡・沖縄

2022年11月1日（火）

試験内容 時間 配点

一般教養（※1） 60分 100点

小論文 60分 100点

面接（個別） 100点



総合型選抜 スポーツ・芸術入試 【専願】 対象学科:全学科

※同時期の他の総合型選抜入試の受験はできません。

※総合型選抜スポーツ芸術入試及び他の総合型選抜入試での同一学科の複数回受験はできません。

●出願資格:志望学科のアドミッションポリシーを理解し、運動・芸術のいずれかに特に優れ、本学を専願で希望する者。

高等学校の調査書の学習成績の状況が3.0以上で、かつ、全国大会出場程度の実績があり、入学後も競技・演技を継続する者。

●日程:

●試験内容と配点:
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入試期 出願期間 試験日/試験会場 合格発表日

Ⅰ期 2022年9月5日（月）
～9月16日（金）

2022年9月25日（日）
本学・札幌・東京・名古屋・神

戸・広島・福岡・沖縄
2022年11月1日（火）

Ⅱ期の実施はありません

Ⅲ期 2023年1月16日（月）
～1月27日（金）

2023年2月4日（土）
本学・東京・名古屋・神戸
広島・熊本・福岡・沖縄

2023年2月15日（水）

試験内容 時間 配点

競技・演技実績証明書 出願書類 100点

小論文 60分 100点

面接（個別） 100点



学校推薦型選抜 スポーツ・芸術入試 【専願】 対象学科:全学科

●出願資格:高等学校⾧からの推薦があり、運動・芸術のいずれかに優れ、本学を専願で希望する者。

高等学校の調査書の学習成績の状況が3.0以上で、かつ、競技・演技種目で県大会4位以上、または同等の演技・競技力

を有する者。

●日程:

●試験内容と配点:

11

入試期 出願期間 試験日/試験会場 合格発表日

Ⅰ期 2022年11月1日（火）
～11月11日（金）

2022年11月20日（日）
本学・名古屋・神戸・広島

福岡・沖縄
2022年12月1日（木）

Ⅱ期 2022年12月1日（木）
～12月9日（金）

2022年12月17日（土）
本学 2022年12月23日（金）

試験内容 時間 配点

調査書

出願書類
50点

学校⾧からの推薦書

特別活動・校外活動における
特記すべき事項（該当者のみ）

競技・演技実績証明書 50点

小論文 60分 100点

面接（集団） 100点



学校推薦型選抜 指定校入試
【専願】 対象学科:教育経営学科、こども発達学科、健康科学科、現代経営学科

●出願資格:高等学校⾧からの推薦があり、本学を専願で希望する者。

出願の基準等については、本学が推薦を依頼する高等学校へ文書でお知らせしますので、在籍校へお尋ねください。

●日程:

●試験内容と配点:
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入試期 出願期間 試験日/試験会場 合格発表日

Ⅰ期 2022年11月1日（火）
～11月11日（金）

2022年11月19日（土）
本学・名古屋・神戸・広島

福岡・沖縄
2022年12月1日（木）

Ⅱ期 2022年12月1日（木）
～12月9日（金）

2022年12月17日（土）
本学 2022年12月23日（金）

試験内容 時間 配点

調査書

出願書類 50点
学校⾧からの推薦書

特別活動・校外活動における
特記すべき事項（該当者のみ）

小論文 60分 100点

面接（集団） 100点



学校推薦型選抜 公募制入試 【併願可】 対象学科:全学科

●出願資格:高等学校⾧からの推薦があり、本学を希望する者。

●特典:成績優秀者には、初年次学納金のうち、授業料の全額または半額相当額の奨学金を給付します。

●日程:

●試験内容と配点:

※1:国語・数学・英語に関連する混合問題
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入試期 出願期間 試験日/試験会場 合格発表日

Ⅰ期 2022年11月1日（火）
～11月11日（金）

2022年11月19日（土）
本学・名古屋・神戸・広島

福岡・沖縄
2022年12月1日（木）

Ⅱ期 2022年12月1日（木）
～12月9日（金）

2022年12月17日（土）
本学 2022年12月23日（金）

試験内容 時間 配点

調査書

出願書類 50点学校⾧からの推薦書

特別活動・校外活動における
特記すべき事項（該当者のみ）

一般教養 60分 100点

面接（集団） 100点



学校推薦型選抜 系列校入試 【専願】 対象学科:全学科

●出願資格:系列の高等学校⾧からの推薦があり、本学の教育方針等を深く理解し、本学を専願で希望する者。

高等学校の調査書の学習成績の状況が3.5以上を有する者。

●特典:入学金免除

●日程:

●試験内容と配点:
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入試期 出願期間 試験日/試験会場 合格発表日

Ⅰ期 2022年11月1日（火）
～11月11日（金）

2022年11月19日（土）
本学・名古屋・神戸・広島

・福岡・沖縄
2022年12月1日（木）

Ⅱ期 2022年12月1日（木）
～12月9日（金）

2022年12月17日（土）
本学 2022年12月23日（金）

試験内容 時間 配点

調査書

出願書類 50点学校⾧からの推薦書

特別活動・校外活動における
特記すべき事項（該当者のみ）

小論文 60分 100点

面接（集団） 100点



学校推薦型選抜 系列校特別入試
【専願】 対象学科:教育経営学科・こども発達学科・現代経営学科

●出願資格:系列の高等学校⾧からの推薦があり、本学の基準により成績が優秀と判断された者で、本学の教育方針等を深く理解し、

本学を専願で希望する者。

高等学校の調査書の学習成績の状況が3.5以上を有する者。

●特典:入学金免除

●日程:

●試験内容と配点:
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入試期 出願期間 試験日/試験会場 合格発表日

Ⅰ期 2022年11月1日（火）
～11月11日（金）

2022年11月19日（土）
本学・名古屋・神戸・広島・福

岡・沖縄
2022年12月1日（木）

Ⅱ期 2022年12月1日（木）
～12月9日（金）

2022年12月17日（土）
本学 2022年12月23日（金）

試験内容 時間 配点

調査書

出願書類 50点学校⾧からの推薦書

特別活動・校外活動における
特記すべき事項（該当者のみ）

面接（個別） 100点



一般選抜入試 【併願可】 対象学科:全学科

●出願資格:教科・科目によるテストを受験し、本学を希望する者。

●特典: 成績優秀者には、初年次学納金のうち、授業料の全額または半額相当額の奨学金を給付します。

※成績優秀者奨学金を希望する場合のみ、面接（集団）を実施します。

1回の検定料で「一般選抜入試」と「大学入学共通テスト利用入試」に同時出願が可能です（詳細は別ページ参照）。

●日程:

⇒「●試験内容と配点」は次ページ
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入試期 出願期間 試験日/試験会場 合格発表日

Ⅰ期A
2023年1月16日（月）

～1月27日（金）

2023年2月4日（土）
本学・東京・名古屋・神戸
広島・福岡・熊本・沖縄

2023年2月15日（水）

Ⅰ期B
2023年2月5日（日）

本学・東京・名古屋・神戸
広島・福岡・熊本・沖縄

Ⅱ期 2023年2月6日（月）
～2月17日（金）

2023年2月26日（日）
本学 2023年3月8日（水）

Ⅲ期 2023年3月3日（金）
～3月10日（金）

2023年3月17日（金）
本学 2023年3月22日（水）



一般選抜入試 【併願可】 対象学科:全学科

●試験内容と配点:

• ※1:資料を読み解き、自分の考えをまとめる記述式問題

• ※2:英語は本学独自に外部試験を活用し、CEFRとの対照表を基に、本学の基準で以下の点を英語の見なし点とします。試験の点が高
かった場合は、試験の点を採用します（B1:80点、B2:90点、C1:100点）

• ※3:成績優秀者奨学金を希望する場合のみ、面接（集団）を実施します。
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試験内容 時間 配点

調査書
出願書類 50点特別活動・校外活動における

特記すべき事項（該当者のみ）

学力試験①（国語＋総合問題※1） 80分 130点

学力試験②（英語※2 or 数学） 60分 100点

面接（集団）※3 100点



大学入学共通テスト利用入試 【併願可】 対象学科:全学科

●出願資格:大学入学共通テストを使用し、本学を希望する者。

●日程:

●試験内容と配点:

※1～3のうち高得点の2科目を選択（合計200点）
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入試期 出願期間 合格発表日

Ⅰ期 2023年1月16日（月）
～1月27日（金） 2023年2月15日（水）

Ⅱ期 2023年2月6日（月）
～2月17日（金） 2023年3月8日（水）

Ⅲ期 2023年3月3日（金）
～3月10日（金） 2023年3月22日（水）

試験内容 配点

1.国語（古文・漢文は除く） 100点

2.外国語（英・独・仏・中国・韓国語から1科目選択）
※リスニング含む 100点（換算）

3.数学（数学①②のいずれか） 100点



※一般選抜入試・大学入学共通テスト利用入試の同時出願について

タイプ別組み合わせ 出願期間

①Aタイプ（一般選抜入試Ⅰ期A日程＋一般選抜入試Ⅰ期B日程）

2023年1月16日（月）
～1月27日（金）②Bタイプ（一般選抜入試Ⅰ期A日程orB日程＋一般選抜入試Ⅱ期）

③Cタイプ（一般選抜入試Ⅰ期A日程orB日程＋大学入学共通テスト利用入試Ⅰ期）

④Dタイプ（一般選抜入試Ⅱ期＋大学入学共通テスト利用入試Ⅱ期）
2023年2月6日（月）

～2月17日（金）
⑤Eタイプ（一般選抜入試Ⅱ期＋一般選抜入試Ⅲ期）

⑥Fタイプ（一般選抜入試Ⅲ期＋大学入学共通テスト利用入試Ⅲ期） 2023年3月3日（金）
～3月10日（金）
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・「調査書」は1通で結構です。



スポーツセカンドキャリア入試
【専願】 対象学科：教育経営学科、体育学科、健康科学科

●出願資格：スポーツに優れ、2023年4月1日現在、年齢が21歳以上で、1年以上の社会人経験がある者。

●特典： 競技実績や成績等を総合的に判断し、優秀者には奨学金を給付します。

●日程：

●試験内容と配点：
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入試期 出願期間 試験日/試験会場 合格発表日

Ⅰ期
2022年9月5日（月）
～9月16日（金）

2022年9月24日（土）
本学

2022年11月1日（火）

Ⅱ期
2022年12月1日（木）
～12月9日（金）

2022年12月17日（土）
本学

2022年12月23日（金）

Ⅲ期
2023年3月3日（金）
～3月10日（金）

2023年3月17日（金）
本学

2023年3月22日（水）

試験内容 時間 配点

競技・演技実績証明書 出願書類 100点

小論文 60分 100点

面接（個別） 15分 100点



外国人留学生入試
【併願可】 対象学科：現代経営学科

●出願資格：留学による在留資格によって入国し、本学を希望する者。日本語能力試験N３相当以上の日本語能力がある者。

●特典：成績優秀者には、奨学金を給付します。

●日程：

●試験内容と配点：
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入試期 出願期間 試験日/試験会場 合格発表日

Ⅰ期
2022年9月5日（月）
～9月16日（金）

2022年9月24日（土）
本学

2022年11月1日（火）

Ⅱ期
2022年12月1日（木）
～12月9日（金）

2022年12月17日（土）
本学

2022年12月23日（金）

Ⅲ期
2023年2月6日（月）
～2月17日（金）

2023年2月26日（日）
本学

2023年3月8日（水）

試験内容 時間 配点

日本語 60分 100点

面接（個別） 15分 100点



検定料について（システム使用料等諸費用1,000円含む）
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入試区分 検定料

総合型選抜入試 ¥21,000

学校推薦型選抜入試 ¥21,000

一般選抜入試 ¥21,000

大学入学共通テスト利用入試 ¥11,000

一般選抜と共通テスト利用の同時出願の場合 ¥22,000

外国人留学生入試 ¥21,000

スポーツセカンドキャリア入試 ¥21,000



IPU特別奨学金

種類 対象学科 対象入試区分 成績・資格・内容

①資格取得者
奨学金

こども発達学科
教育経営学科
現代経営学科

全入試
（スポーツセカンドキャリ
ア入試・外国人留学生

入試を除く）

■英語検定1級・準1級取得者、
IELTS6.0以上、TOEFLiBT80以上、TOEIC730以上、
GTEC（4技能）1190以上（オフィシャルスコアに限る）
⇒授業料全額免除

■英語検定2級取得者、
IELTS5.0以上、TOEFLiBT35以上、TOEIC550以上、
GTEC（4技能）960以上（オフィシャルスコアに限る）
⇒授業料半額免除

体育学科
健康科学科 一般選抜入試

現代経営学科 全入試

■日商簿記1級取得者 または 応用情報技術者試験合格者
⇒授業料全額免除

■日商簿記2級取得者 または 基本情報技術者試験合格者
⇒授業料半額免除

■ITパスポート試験合格者 または 情報セキュリティマネジメン
ト試験合格者
⇒授業料20％免除
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種類 対象学科 対象入試区分 成績・資格・内容

②成績優秀者奨学金

全学科 学校推薦型選抜公募制入試
（Ⅰ・Ⅱ期）
一般選抜入試
（Ⅰ～Ⅲ期）

■筆記試験及び面接試験で満点の85％以上の者
⇒授業料全額免除

■筆記試験及び面接試験で満点の80％以上の者
⇒授業料半額免除

健康科学科
■筆記試験及び面接試験で満点の75％以上の者
⇒授業料20％免除
（注:第1志望学科で受験の場合のみ）

③クラーク記念国際高等
学校特別奨学金

こども発達学科
教育経営学科
現代経営学科

一般選抜入試
（Ⅰ～Ⅲ期）

■筆記試験及び面接試験で満点の80％以上の者
⇒授業料全額免除

■筆記試験及び面接試験で満点の75％以上の者
⇒授業料半額免除

■筆記試験及び面接試験で満点の70％以上の者
⇒授業料25％免除

④スポーツセカンド
キャリア入試奨学金

教育経営学科
体育学科

健康科学科
スポーツセカンドキャリア入試 ■競技実績や成績等をもとに、本学の規定により判断します。

詳細については、別途ご連絡ください。

⑤グローバルチャレンジ
奨学金 現代経営学科 外国人留学生入試

■日本語能力試験N1取得者J.TEST700以上/EJU300以上
または 筆記試験及び面接試験で満点の85％以上の者

⇒授業料全額免除

■日本語能力試験N2取得者J.TEST600以上/EJU220以上
または 筆記試験及び面接試験で満点の80％以上の者

⇒授業料半額免除

■学修奨励該当者
（提出書類・面接で学修意欲旺盛と判断した者）
⇒授業料30％免除
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