岡山大学 IB推進室 室長 プロフィール

サビナ マハムド
SABINA
MAHMOOD
准教授 岡山大学博士（医学）

岡山大学国際バカロレア(IB)選抜

IB入試推進室 室長

国際バカロレア機構認定
(生物・CAS Workshop) 修了者
IB担当教員（2015年11月～）
IB入試推進室 室長（2021年4月～）
主な業務内容
・IB生のリクルート
・IB生の支援
・IBに関する研究
・日本の高等教育におけるIB教育の推進

ロケーション

キャンパス面積約206万㎡
西日本最大級の広さを誇る国立大学
 キャンパス位置

・新幹線が停まる岡山駅から車で約7分，
自転車で約15分

・市街地にありながら，東京ドーム約16個分の
広大なキャンパス

津島地区
639,621 m2
鹿田地区
135,328 m2

交通の便が良い！
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岡山大学 教育推進機構
入試・高大接続部門

sabina@okayama-u.ac.jp

アクセス

蒜山高原

岡山空港

津島キャンパス

岡山駅から約2km

岡山駅からバス/車で30分

岡山駅

新幹線「のぞみ」で
新大阪から45分
広島から35分

鹿田キャンパス

岡山駅から約2km

山陽自動車道

岡山ICから車で10分

★・・・岡大生は入場無料

岡山大学の学部等～10学部・1プログラム・8研究科～

文学部

教育学部

 学校教育教員養成課程
• 小学校教育専攻
• 中学校教育専攻
• 特別支援教育専攻
• 幼児教育専攻

人文学科

理学部

 数学科
 物理学科
 化学科
 生物学科
 地球科学科

工学部
 工学科

・機械システム系

 養護教諭養成課程

医学部
 医学科
 保健学科

法学部

 法学科

• 昼間コース
• 夜間主コース

歯学部
 歯学科

• 看護学専攻
• 放射線技術科学専攻
• 検査技術科学専攻

農学部

 総合農業科学科

・環境・社会基盤系
・情報・電気・数理データ
サイエンス系
・化学・生命系

グローバル・
ディスカバリー・
プログラム

経済学部
経済学科

• 昼間コース
• 夜間主コース

薬学部

 薬学科
 創薬科学科










在学生・卒業生の内訳(2022.4月現在 入学者数累計：101人)

IB担当教員による
IB生支援

広報
学外広報

10年間
2012.4～2022.4

教育学研究科
社会文化科学研究科
自然科学研究科
保健学研究科
環境生命科学研究科
医歯薬学総合研究科
ヘルスシステム統合科学研究科
法務研究科

入学後のIB生に対して，学業，生活，課外活動等に関する総合的なサポ
ートを行う。さらに，SNSによるIB在学生のコミュニティを形成し，IB
生同士の交流やIB生による自主的な教育研究活動を促進する。

IB入試や教育，他大学と
の共同研究で得られた成
果の研究発表や論文，著
書の執筆，ワークショッ
プ等の開催
（2016年～2022年7月）
IB研究発表：国内外28回
投稿論文：9本

全学部（１０学部５５人）

大学院

IBフレンドリー大学のロードマップ：トリプルアプローチ

IB研究

国際バカロレア(IB)選抜

学内広報

卒業生：25人
文学部：1人, 教育学部：2人,
医学部医学科：1人, 医学部保健学科：5人,
工学部：1人, 環境理工学部 : 1人,
MPコース：10人, GDP：4人
↓
大学院(3人), 企業(20人), 他(2人)

在学生：76人

国内IB校 (13都府県)：42人

群馬,東京,茨城,神奈川,静岡,長野,
愛知,京都,大阪,兵庫,広島,沖縄,福岡

海外IB校 (18ヶ国)：34人
香港,シンガポール,タイ,ドイツ,オランダ,イタリア,
イギリス,スイス,フィリピン,ベルギー,インド,マレーシア,
ニュージーランド,UAE,台湾,ベトナム,メキシコ,アルゼンチン

所属部局
文学部：2人， 教育学部：1人,
法学部：1人, 医学部医学科：9人,
医学部保健学科：3人, 歯学部：3人,
薬学部：3人, 工学部：3人,
農学部：1人, GDP：16人

医学部医学科：11人,
医学部保健学科：1人
薬学部：1人, 工学部：4人,
GDP：17人

MPコース：マッチングプログラムコース
GDP：グローバル・ディスカバリー・プログラム

２０人

就職した卒業生

IB生が岡山大学を選んだ理由～10年間のIB生フォロアップ調査結果～
１．IB Diploma資格が認められている
２．IB入試で日本のトップ大学
３．学部が多い
４．自分が行きたい学部にIB入試がある
５．IBの理解が深い
６．数学SLでも出願できる
７．求められているIB Diplomaスコアが適切
８．IB生が多い大学
９．IB生支援がある唯一の大学
10．岡山大学医学部は有名
11．グローバル的、海外学習プログラムが多い。SDGsをやっている
12．IB校の先生に勧められた
13. 両親の実家が岡山
14．国際コミュニティがある
15．ホームページのIB生のインタビューが印象的だった

就職率：１００％
国家試験合格者（医療系）：１００％
就職先

多国籍企業
IT企業
自動車会社
研究所
IBスクールティーチャー
大学病院
英語幼稚園教師
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岡山大学学部の先生から見たIB生
１．明るい・前向きである
２．高い英語能力

３．高いコミュニケーションスキル
４．高いプレゼンテーションスキル
５．チームプレイヤーである
６．チャレンジ精神が強い
７．研究に向いている
８．共感的

９．ボランティア精神がある
10．グローバル的である

岡山大学医学部・歯学部
IB生の課外活動紹介

歯学部
国内IB校
出身学生

メッセージ：自分自身で考える経験やたくさんの未知の課
題にチャレンジする

１．４年生の時歯科基礎医学会の誌に筆頭著者として総説
を発表
２．学会発表を5回
３．第126回日本解剖学会総会・全国学術集会の学生セッ
ション優秀賞
４．第29回硬組織再生生物学会の特別研究奨励賞
５．令和3年8月には、日本歯科医師会主催 日本代表選抜
大会（SCRP）で優勝
６．令和4年日本代表として国際歯科研究学会で発表
７．令和4年5月岡山の放送局RSK山陽放送の番組に出演

シンガポール
IB校出身

イギリス
IB校出身

フィリピン
IB校出身

医学部医学科令和3年3月卒業
ミス・ワールド・ジャパン大阪代表
朝日新聞”GLOBE+”記事”
国立大初のバカロレア入試は岡山大学
狙いは「コミュニケーション力」

医学部医学科４年
世界のユース代表として，
One Young WorldやIFMSAで活躍

医学部医学科３年
English Club “FIKA” 担当
インターナショナルイベント担当

シンガポール
IB校出身
医学部医学科６年
質的研究セミナー

香港
IB校出身

香港
IB校出身

医学部医学科５年
英語PBLクラブ（医英会）担当

医学部医学科３年
IB推進室ニュースレター担当
インターナショナルイベント担当

２０２３年度 出願期間（夏・秋）
８月募集
２０２１年国際バカロレア資格（IBフルディプロマ）取得者及び
２０２２年５月ＩＢ試験受験者

２０２３年度 国際バカロレア選抜
ハイライト

出願期間：２０２２年 ７月２２日（金）～２０２２年 ７月２９日（金）
※出願期間以降に到着した願書は２０２２年７月２８日（木）の消印のもの
まで受理します。
１０月募集
２０２１年及び２０２２年５月受験国際バカロレア資格（IBフルディプロ
マ）取得者並びに２０２２年１１月ＩＢ試験受験予定者

出願期間：２０２２年１０月 ３日（月）～ ２０２２年１０月 ７日（金）
※出願期間以降に到着した願書は２０２２年１０月６日（木）の消印のもの
まで受理します。
＊詳しい情報は２０２３年度の募集でご確認ください。

IB入試のロードマップ
IB Diploma取得者

全１０学部出願可能

学部ごと募集人数、指定する科目、
国際バカロレア資格の取得について
等は本学ホームページより２０２３
年度の募集要項でご確認ください。

IB Certificate取得者

グローバル・ディスカバリー
・プログラム

詳しいことはグローバル・
ディスカバリー・プログラム
のホームページでご確認ください。

We love IB students!

お待ちしております！

IB入試に関するお問合せ・URL
IB入試推進室 室長 サビナ マハムド： sabina@okayama-u.ac.jp
２０２３年度募集要項：
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/admission/baccalaureatebosyuyoko.html
岡山大学IBホームページ： https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/ib.html
岡山大学IB生の声： https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/ibvoice.html
岡山大学IB入試推進室ニュースレター：
https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/ibnewsletter.html
岡山大学グロバル・ディスカバリー・プログラム：
https://discovery.okayama-u.ac.jp/jp/

