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情報経営イノベーション専門職大学 理念体系

教育の理念

変化を楽しみ、自ら学び、革新を創造する。

大学の目的

「変化を楽しみ、自ら学び、革新を創造する」ことを教育理念とし、広くイノベーションに関する知識と専門
の学術を深く教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開させることを
目的とする。
情報経営イノベーション学部の目的

変化し続ける時代の中で、経営と情報通信技術に関する理論と実践力、国際的なコミュニケーション能力、こ
れらを組み合わせた応用力を主体的に身に付け、新たなサービス・ビジネスを生み出す人材を育成し、国際社
会と地域社会の産業発展に貢献する。
アドミッション・ポリシー

本学の教育理念・目的に共感し、以下の①②③④全ての項目に当てはまる人を受け入れる方針である。
①高等学校等までの履修内容の、「国語」あるいは「日本語」を通じて、聞く・話す・読む・書くという
コミュニケーション能力と、講義やゼミ、文献読解やレポート作成に必要な基礎的な能力を身に付けている。
また、「英語」を通じて、国際的なコミュニケーションの修得に必要な基礎的な能力を身に付けている。
同様に「数学」を通じて、情報通信技術に係る数学的思考や論理的な科目に必要となる基礎的な能力を
身に付けている。
②社会のさまざまな問題について、知識や情報をもとにして、筋道を立てて考え、その結果を説明することが
できる。
③情報通信技術や経営学に興味があり、その知識やスキルをもとに社会のさまざまな課題解決のため、新たな
商品・サービス・ビジネスを生み出したいという意欲がある。
④学校でのグループ学習、課外活動やボランティア活動などの経験があり、他の人たちと協力しながら課題を
やり遂げることができる。

ディプロマ・ポリシー

養成する人材像を踏まえ、本学の定める履修要件を満たしたうえで128単位を修得した者に学位を授与する。
具体的には、以下の能力を身に付けた学生に学位を授与する。
①職業的自立を図る能力
・自分のライフ・キャリアに関する明確な目標をもち、その実現のために、必要なステップや優先順位を自ら考え意欲的に
行動できる。
・グローバルな視野をもってさまざまな人々の抱える課題を多面的・構造的に理解するための知識や方法を身に付けている。
・変化し続ける社会や組織を論理的に捉え順応することができる。
②経営に関する知識・スキル
・企業経営に関する理論・実践を学ぶことにより、継続的改善に向けた目標を設定し、状況に応じながら計画的に実施する
ことができる。
・市場の情報収集や調査を行い、経営上の課題を発見することができる。
・企業の持続性という観点から、評価・分析する経営理論や実践的技法を身に付けている。
・新たな価値をもたらすサービス・ビジネスを提案することができる。
③情報通信技術に関する知識・スキル
・システム開発や設計に関する知識やスキルをもとに、実際の開発プロジェクトに参加し顧客の要望や上長からの指示の
もとシステム開発・設計ができる。
・コンピュータの本質的な側面および、ソフトウェアをつくる技術であるプログラミングを理解し、統合開発環境を活用
してソフトウェアの構築ができる。
・基本的なネットワーク通信の仕組み、各種プロトコルや情報セキュリティの全体像を理解しその上で与えられた要求条件
を元にデータベースと連携したシステムの構築ができる。
・データベースの原理・考え方や基本構造について理解し、関係データベースを設計構築する基礎的な能力を身に付けて
いる。
・情報通信技術を応用的に活用したサービス・ビジネスの知識を身に付けている。
④国際的コミュニケーション能力
・グローバルビジネスの現場で説明や討論、意見交換など、必要なコミュニケーションをとることができる。
・文化的背景の異なる人々と協働するために、多文化、文献、様々な業界などを理解することができる。
⑤時代の変化に対応するビジネスの総合力
・経営や情報通信技術の専門的知識を体系的に理解し、国際社会と地域社会において、サービス・ビジネスを革新するため
に、これらの知識を応用することができる。
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カリキュラム・ポリシー

卒業認定・学位授与の方針に掲げる知識・スキルなどを修得させるために、基礎科目、職業専門教育科目、展開科目、
総合科目を体系的な教育課程として編成し、講義、演習、実習を適切に組み合わせた授業方法により展開する。教育
内容、教育方法、教育評価については以下のように方針を定める。
１．教育内容
①基礎科目・現代社会基礎科目では、生涯にわたり自らの資質を向上させ、職業的自立を図るべく必要な能力を獲得
するために、以下のような教育内容で構成する。
・自分のライフ・キャリアに関する明確な目標をもち、その実現のために、必要なステップや優先順位を自ら考え
意欲的に行動できるようキャリアデザインなどの内容を学ぶ。
・グローバルな視野をもってさまざまな人々の抱える課題を多面的・構造的に理解するための知識や方法を身に
付けるため、現代社会や語学などの内容を学ぶ。
・変化し続ける社会や組織を論理的に捉え順応することができるよう、数的論理力や数的処理能力などの内容を
学ぶ。
②職業専門科目のうち経営科目では、企業の戦略と組織に関する理論を学び、その考え方を生かし、企業経営の現状
や目指すべき姿を多面的に理解できるよう以下のような教育内容で構成する。
・企業やビジネスの継続的改善に向けた目標を設定し、それを状況に応じながら計画的に実行できるようマネジ
メントや起業など企業経営の内容を学ぶ。
・市場の情報収集や調査を行い、経営課題を発見することができるようマーケティングやフィールドリサーチなど
の内容を学ぶ。
・企業の持続性という観点から、評価・分析する経営理論や実践的技法を身につけるため、法務や会計などの内容
を学ぶ。
・目標の明確化、計画立案から計画遂行に至る能力、システム開発スキル、課題発見・分析・解決を通じたビジ
ネススキルの獲得を行う学びの場として、3年次にさまざまな企業現場での臨地実務実習を約640時間設定する。
・新たな価値をもたらすサービス・ビジネスを提案することができるよう4年間を通じた必修科目の「イノベーショ
ンプロジェクトⅠ～Ⅵ」を設置する。
③職業専門科目のうち情報通信技術科目では、情報通信技術に関する基礎的な知識・スキルを身に付け、システム
開発に活用できるよう以下の教育内容で構成する。
・システム開発や設計に関する知識やスキルをもとに、実際の開発プロジェクトに参加し顧客の要望や上長からの
指示のもとシステム開発・設計ができるようソフトウェア設計やシステム設計などの内容を学ぶ。
・コンピュータの本質的な側面および、ソフトウェアをつくる技術であるプログラミングを理解し、統合開発環境
を活用してソフトウェアの構築ができるようプログラミングやデータ構造や処理法などの内容を学ぶ。
・基本的なネットワーク通信の仕組み、各種プロトコルや情報セキュリティの全体像を理解し、その上で与えられ
た要求条件を元にデータベースと連携したシステムの構築ができるようネットワーク等の内容を学ぶ。
・データベースの原理・考え方や基本構造について理解し、関係データベースを設計構築する基礎的な能力を身に
付ける。
・情報通信技術を応用的に活用したサービス・ビジネスの知識を学ぶ。
④展開科目・グローバルコミュニケーション科目では、文化的背景の異なる人々と協働するために必要となる文化の
違いやビジネスのルールなどを身に付けるため、以下のような教育内容で構成する。
・グローバルビジネスの現場で説明や討論、意見交換など必要なコミュニケーションがとれるよう英語コミュ
ニケーションなどの内容を学ぶ。
・文化的背景の異なる人々と協働するために、多文化、文献、様々な業界などの内容を学ぶ。
⑤総合科目では、理論と実践の架橋となる科目として、「総合理論演習」「総合実践演習」を3年次後期から4年次に
かけて設置し、修得した知識・スキルを統合し、新たなサービスやビジネスを生み出すための実践的かつ応用的な
能力を養う。

２．教育方法
・目標・記録・評価の総合的ツールであるポートフォリオを4年間かけて作成し、自己の学修成果と学生生活を自分
自身で管理し、担任や学生支援専属の職員(イノベーションマネジャー)と共に「ふりかえり」を行う。
・主体的な学びの力を高めるために、グループによる少人数の演習科目やプロジェクト学習を取り入れる。
・教育課程の体系を理解したうえで履修し学ぶことができるよう、カリキュラムマップを活用した履修
指導を行う。
・LMS（Leaning Management System） による授業の事前事後学習の推進や結果のモニタリングを行う。
３．教育評価
・試験評価等をシラバスによってあらかじめ明示し基準に従って適切に行う。また主に試験及びレポートを中心に
評価を行う。
・各成績評価をもとに単位あたりの成績評価の平均値を示す総合成績評価GPA(Grade Point Average)を算出して
履修指導等に活用する。
・インターンシップの履修条件として2年次終了時までに必要な科目の単位を修得していること。
・4年間の学修成果は「総合理論演習」「総合実践演習」によって行い、複数教員による評価を活用する。
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入試区分及び募集定員
学部

情報経営イノベーション学部
AO入試

推薦入試

50名

50名

学科

情報経営イノベーション学科

一般入試

留学生入試

60名

30名

※上記は全入試日程を通じての人数となります。

募集人員
社会人入試
10名

200名

帰国生入試
若干名

入学検定料

1日程・１入試方式につき30,000円（2回目以降の出願からは1日程・１入試方式につき10,000円）
※検定料のほかに支払手数料（800円）がかかります。
※一度納められた入学検定料については、理由の如何を問わず返還いたしません。

入試日程

入試区分

日程

出願期間
（郵送物必着）

試験日

入試会場

合格発表

入学手続き及び
入学金納付期日

備考

A日程

11/13(水)～11/21(木)

11/30(土)

日本電子専門学校（新宿区）

12/6(金)

1/9(木) 特待生試験

B日程

11/13(水)～11/28(木)

12/7(土)

日本電子専門学校（新宿区）

12/13(金)

1/9(木) 特待生試験

C日程

12/3(火)～1/30(木)

2/8(土)

日本電子専門学校（新宿区）

2/14(金)

2/28(金)

D日程

1/31(金)～2/27(木)

3/7(土)

日本電子専門学校（新宿区）

3/11(水)

3/18(水)

A日程

11/13(水)～12/12(木)

12/21(土)

日本電子専門学校（新宿区）

12/24(火)

B日程

1/31(金)～2/27(木)

3/7(土)

日本電子専門学校（新宿区）

3/11(水)

A日程

11/13(水)～12/12(木)

12/21(土)

日本電子専門学校（新宿区）

12/24(火)

B日程

1/31(金)～2/27(木)

3/7(土)

日本電子専門学校（新宿区）

3/11(水)

3/18(水)

A日程

12/3(火)～1/16(木)

1/25(土)

日本電子専門学校（新宿区）

1/31(金)

2/13(木) 特待生試験

B日程

1/9(木)～2/6(木)

2/15(土)

日本電子専門学校（新宿区）

2/21(金)

2/28(金)

C日程

2/4(火)～3/5(木)

3/14(土)

情報経営イノベーション専門職大学
（墨田区）

3/18(水)

3/25(水)

A日程

11/13(水)～12/12(木)

12/21(土)

日本電子専門学校（新宿区）

12/24(火)

1/23(木) 特待生試験

A日程

11/13(水)～11/21(木)

11/30(土)

日本電子専門学校（新宿区）

12/6(金)

1/9(木) 特待生試験

B日程

11/13(水)～11/28(木)

12/13(金)

1/9(木) 特待生試験

C日程

12/3(火)～1/30(木)

2/8(土)

日本電子専門学校（新宿区）

2/14(金)

2/28(金)

D日程

1/31(金)～2/27(木)

3/7(土)

日本電子専門学校（新宿区）

3/11(水)

3/18(水)

A日程

11/13(水)～12/12(木)

12/21(土)

日本電子専門学校（新宿区）

12/24(火)

1/23(木)

B日程

1/31(金)～2/27(木)

3/7(土)

日本電子専門学校（新宿区）

3/11(水)

3/18(水)

A日程

11/13(水)～12/12(木)

12/21(土)

日本電子専門学校（新宿区）

12/24(火)

1/23(木)

B日程

1/31(金)～2/27(木)

3/7(土)

日本電子専門学校（新宿区）

3/11(水)

3/18(水)

AO入試

1/23(木) 特待生試験

指定校制推薦入試

公募制推薦入試
自己推薦入試

一般入試

留学生推薦入試

留学生一般入試

日本電子専門学校（新宿区）

12/7(土) 電子学園 韓国事務所（Seoul）

3/18(水)
1/23(木) 特待生試験

社会人入試

帰国生入試
＊ 出願期間の最終日9：00～17：00のみ、出願書類の持参による提出を可としています。その場合、必ず事前に電話で「情報経営イノ
ベーション専門職大学 設立準備室 入試担当」に確認してください。（提出先や電話問い合わせ時間は19頁を参照してください。）
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出願から入試日までの流れ

必要書類等の準備
インターネット出願ページで登録

郵送が必要な書類や インターネット出願に必
要な写真データを準備します。

出願の説明に従って登録します。
支払い方法を確認のうえ、お支払いいただきます。

入学検定料の支払い
出願書類の郵送

＊出願から1週間以内に（出願日が出願締切日から1週
間以内の場合は、出願締切日までに）済ませてください。

各入試区分の「出願書類」を確認して、漏れのな
いよう郵送します（速達簡易書留）。
＊各自、角型2号の封筒を用意してください。

受験票の印刷

各入試の週の火曜日に印刷可能になります。必
ずカラーにて印刷して、試験当日持参してくださ
い。（郵送はしません。）

入試日
写真データについて

以下を参照し「証明写真機」（写真データをダウンロード及び取得ができるもの）、スマートフォン等のカメラ機能、デジタ
ルカメラ等で写真撮影してください。

•上半身のみが写っていること
•帽子をかぶっていないこと
•顔が正面を向いていること
•顔の位置が偏っていないこと
•顔がはっきりと鮮明に写っていること •画像を加工していないこと

•無背景なこと（白・薄い青・グレーなど）
•影がないこと

また、写真は直近３か月以内、カラー写真、ファイル形式は「.jpg」「.jpeg」のいずれかとしてください。また、画像容量は
10MB以下としてください。（画像容量の推奨は1MB～2MBです。）入学決定後、学生証用にこの写真データを、改めて提出い
ただきます。

インターネット出願の具体的な流れ
以下のURLを確認してください。
https://www.syutsugan.net/i-u

「インターネット出願の流れ」の説明をお読みいただいた上で、「インターネット出願はこちら」の下にある
「はじめて出願される方」からお入りください。

志望理由書について

志望理由書は、インターネット出願「課題・質問項目」にある「志望理由書」を入力してください。記述する内容は以下のとおりです。

「本学を志望した理由と、何を学びたいか、また、どのような将来を描いているかを具体的に記述してください。
なお、本学アドミッション・ポリシーをよく読んで、本人が記述してください。（400字以上800字以内）」
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学費等納付金
【学費】 （円）
科 目

初年度納入額

入学金

2年目以降納入額

200,000

授業料(実習費含む)
設備維持費その他
計

-

1,080,000

1,080,000

320,000

320,000

1,600,000

1,400,000

＊ 一度納められた入学金については、
理由の如何を問わず返還いたしません。

【その他納付金】 （円）
科 目

初年度納入額

保険料

2年目以降納入額
4,660

-

学友会費（入会費）

20,000

-

学友会費（年間費）

5,000

5,000

計

29,660

5,000

＊ 大学から指定されたパソコンもしく
は同等の機能を有するパソコンが全
員必携となります。購入については
合格後にご案内いたします。
＊ 左記以外に、ソフトウェア、
教科書、教材等が別途かかります。
＊ 保険料については、変更になる場合
があります。
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AO（アドミッションオフィス）入試（面接型、グループワーク型、小論文型）

併願可

入試の概要
本学の教育方針やカリキュラムなどを十分に理解したうえで、「本学で学びたい！やってみたい！」という高い勉学意
欲や目的意識をお伝えいただく入試方式です。面接型、グループワーク型、小論文型の3種類から事前に選択し、受験い
ただきます。
面接型
…面接でアドミッション・ポリシーに基づいた質問をします。
グループワーク型…事前に提示されるグループワークのテーマに基づき、事前学習に加え、当日は持ち込んだ
電子デバイスを活用しながら受験生同士が協同して課題に取り組みます。
小論文型
…事前に提示されるテーマをもとに、ご自身の意見や考え方を試験の中で展開していただきます。

出願資格
以下の1～3の要件のいずれかに該当する者
1.高等学校(特別支援学校の高等部を含む)または中等教育学校を卒業した者および2020年3月までに卒業見込みの者
2.通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2020年3月までに修了見込みの者
3.学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)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
と認められる者および2020年3月31日までにこれに該当する見込みの者で、2020年3月31日までに18歳に達する者

募集人数・定員
合計
50名
入試・出願情報
項目

出願期間
（郵送物必着＊）
試験日

合格発表

入学手続き及び
入学金納付期日

A日程

B日程

11月13日(水)～
11月21日(木)

11月13日(水)～
11月28日(木)

12月6日(金)

12月13日(金)

11月30日(土)
1月9日(木)

12月7日(土)

C日程

12月3日(火)～
1月30日(木)

1月9日(木)

2月8日(土)

2月14日(金)

2月28日(金)

D日程

1月31日(金)～
2月27日(木)
3月7日(土)

3月11日(水)

3月18日(水)

＊ 出願期間の最終日9：00～17：00のみ、出願書類の持参による提出を可としています。その場合、必ず事前に電話で「情報経営イノ
ベーション専門職大学 設立準備室 入試担当」に確認してください。（提出先や電話問い合わせ時間は19頁を参照してください。）

試験時間
試験開始時間等については、受験票交付時にお伝えします。

試験会場
全日程：日本電子専門学校（新宿区）
出願書類

志願票

志望理由書
＊

(インターネット出願「入試情報」及び「個人情報」を入力することで、志願票の提出とします。）

(インターネット出願「課題・質問項目」にある「志望理由書」を入力してください。）

調査書
※高等学校卒業程度認定試験合格（見込み）者は「合格（見込み）成績証明書」
提出された書類は一切返還しません。

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ出願
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ出願
郵送

選抜方法
◇面接型試験について
出願書類、面接試験の内容から総合的に評価を行い合否を決定します。

◇グループワーク型試験について
出願書類、グループワークの内容から総合的に評価を行い合否を決定します。
グループワークでのテーマは、出願後の受験票交付時にお伝えします。
◇小論文型試験について
出願書類、小論文の内容から総合的に評価を行い合否を決定します。
小論文のテーマ及び文字数は、出願後の受験票交付時にお伝えします。
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推薦入試（公募制推薦、自己推薦、指定校制推薦）

公募制推薦・自己推薦：併願可

指定校制推薦：専願

入試の概要
推薦入試は公募制推薦、自己推薦、指定校制推薦の3種類があります。
公募制推薦 …高校時代に力を注いできた学業や課外活動に基づき、各校から推薦されます。
自己推薦
…これまでの活動などから「他の人にこれは負けない！」という経験や知識をもっている方が、
自分自身を推薦する入試方式です。
指定校制推薦…各校の基準に基づき、推薦されます。
出願資格

公募制推薦
以下の1、2の要件のすべてに該当する者
1.(1)、(2)の項のいずれかに該当する者
(1)高等学校(特別支援学校の高等部を含む)または中等教育学校を2020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2020年3月までに修了見込みの者
2.(1)、(2)の項のすべてに該当する者
(1)人格・識見に優れ、高等学校長または中等教育学校長に推薦された者
(2)本学においてICT・ビジネス・英語などを学ぶ積極的な意思と必要な学力を有する方。具体的には、 5段階評価において、
全体の評定平均値が3.2以上、または「国語」「数学」「情報」「外国語」のいずれか1つ以上の科目の評定平均値が4.0
以上の者
自己推薦
以下の1、2の要件のすべてに該当する者
1.(1)～(3)の項のいずれかに該当する者
(1)高等学校(特別支援学校の高等部を含む)または中等教育学校を修了した者および2020年3月までに卒業見込みの者
(2)通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2020年3月までに修了見込みの者
(3)学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）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および2020年3月31日までにこれに該当する見込みの者で、2020年3月31日までに18歳に達する者
2.(1)～(3)の項のいずれかに該当する者
(1) 本学においてICT・ビジネス・英語などを学ぶ積極的な意思と必要な学力を有する方。具体的には、5段階評価において、
全体の評定平均値が 3.2以上、または「国語」「数学」「情報」「外国語」のいずれか1つ以上の科目の評定平均値が
4.0以上の者
(2)すでに起業をしている、もしくは起業の経験があること。それを証するものを提示できること。
(3)課外活動などでの優れた実績を有する者。具体的には部活動等で都道府県以上の大会・コンクールなどにおいて優秀な
成績を収めた者。生徒会活動や学外での諸活動（ボランティア活動など）において、優れた活躍をした者
指定校制推薦
以下の1、2の要件すべてに該当する者
1.(1)、(2)の項のいずれかに該当する者
(1)高等学校(特別支援学校の高等部を含む)または中等教育学校を2020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2020年3月までに修了見込みの者
2.(1)、(2)の項のすべてに該当する者
(1)情報経営イノベーション専門職大学情報経営イノベーション学部を専願する者
(2)人格・識見に優れ、高等学校長または中等教育学校長に推薦された者
※本学の指定する高等学校または中等教育学校に評定平均値の基準・推薦人数をお知らせします。詳細は各校進路
指導室等にお問合せください。
募集人数・定員
合計
50名（公募制推薦、自己推薦、指定校制推薦合わせて）
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推薦入試（公募制推薦、自己推薦、指定校制推薦）
入試・出願情報
項目

出願期間

（郵送物必着＊）

試験日

続き

A日程

B日程

11月13日(水)～12月12日(木)

1月31日(金)～2月27日(木)

12月24日(火)

3月11日(水)

合格発表

入学手続き及び
入学金納付期日

12月21日(土)

1月23日(木)

3月7日(土)

3月18日(水)

＊ 出願期間の最終日9：00～17：00のみ、出願書類の持参による提出を可としています。その場合、必ず事前に電話で「情報経営イノ
ベーション専門職大学 設立準備室 入試担当に確認してください。（提出先や電話問い合わせ時間は19頁を参照してください。）

試験時間
試験開始時間については、受験票交付時にお伝えします。
試験会場
全日程：日本電子専門学校（新宿区）
出願書類

志願票

志望理由書

（インターネット出願「入試情報」及び「個人情報」を入力することで、志願票の提出とします。）
（インターネット出願「課題・質問項目」にある「志望理由書」を入力してください。）

調査書
※自己推薦の場合、高等学校卒業程度認定試験合格（見込み）者の受験も可とします。その場合、
「合格（見込み）成績証明書」を提出してください。
推薦書
※公募制：推薦書（公募制推薦用）、自己推薦：自己推薦書、指定校制：推薦書（指定校制推薦用）

＊

すでに起業をしている、もしくは起業の経験があることを証するもの（様式自由）
※自己推薦入試（該当者）のみ（刊行物やウェブ上に証するものがある場合はそれらも添付すること）

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ出願
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ出願
郵送
郵送
郵送

提出された書類は一切返還しません。

選抜方法
出願書類、面接試験の内容から総合的に評価を行い合否を決定します。
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一般入試

併願可

入試の概要
本学の学びの柱となる「ビジネス」「ICT」「グローバルコミュニケーション」を学ぶために必要な学力を判定する試験
です。
出願資格
以下の1～3の要件のいずれかに該当する者
1.高等学校（特別支援学校の高等部を含む）または中等教育学校を卒業した者および2020年3月までに卒業見込みの者
2.通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2020年3月までに修了見込みの者
3.学校教育法の規定または本学の審査により、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および
2020年3月31日までにこれに該当する見込みの者で、2020年3月31日までに18歳に達する者
募集人数・定員
合計
60名
入試・出願情報

項目

出願期間
（郵送物必着※）
試験日

A日程

B日程

C日程

12月3日(火)～1月16日(木)

1月9日(木)～2月6日(木)

2月4日(火)～3月5日(木)

1月31日(金)

2月21日(金)

3月18日(水)

1月25日(土)

合格発表

入学手続き及び
入学金納付期日

2月13日(木)

2月15日(土)

3月14日(土)

2月28日(金)

3月25日(水)

＊ 出願期間の最終日9：00～17：00のみ、出願書類の持参による提出を可としています。その場合、必ず事前に電話で「情報経営イノ
ベーション専門職大学 設立準備室 入試担当」に確認してください。（提出先や電話問い合わせ時間は19頁を参照してください。）

試験時間
試験開始時間等については、受験票交付時にお伝えします。
試験会場
A日程・B日程：日本電子専門学校（新宿区）
C日程：情報経営イノベーション専門職大学（墨田区）

出願書類

志願票（インターネット出願「入試情報」及び「個人情報」を入力することで、志願票の提出とします。）

＊

調査書
※高等学校卒業程度認定試験合格（見込み）者は「合格（見込み）成績証明書」
提出された書類は一切返還しません。

選抜方法
出願書類、学力検査の内容から総合評価を行い合否を決定します。
3教科

＊

科目

外国語

学力検査

出題範囲

英語（出題範囲はコミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、
英語表現Ⅰ・Ⅱ）

配点

100点

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ出願
郵送

試験時間

60分

数学

数学（出題範囲は数学Ⅰ、数学Ａ)

100点

60分

国語

国語総合(古文、漢文を除く)

100点

60分

マークシート方式です。
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留学生推薦入試

入試の概要
留学生推薦入試は、日本語学校等で学ぶ（学んだ）留学生のうち、その学習態度や成績が優秀な方について、
日本語教育機関の学校長又は大学の指導教員に推薦いただく入試方式です。

専願

出願資格
以下の1～5の要件のすべてに該当する者
1.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および修了見込みの者、または、その国において大学入学
資格を有する者
2.日本国以外の国籍を有する者
3.日本語能力の基準について、以下のいずれかを受験資格として定める。
ア)日本語能力試験(JLPT)のN１に合格している。
イ)日本留学試験(EJU)の日本語科目で、読解、聴解・聴読解の合計が260点以上習得している。
4.本学の学生として「出入国管理及び難民認定法」による在留資格「留学」を取得または更新できる者
5.情報経営イノベーション専門職大学情報経営イノベーション学部を専願する者
募集人数・定員
合計
20名

入試・出願情報
項目

出願期間
（郵送物必着＊）
試験日

A日程

11月13日(水)～12月12日(木)

合格発表

入学手続き及び
入学金納付期日

12月21日(土)

12月24日(火)

1月23日(木)

＊ 出願期間の最終日9：00～17：00のみ、出願書類の
持参による提出を可としています。その場合、必ず事前
に電話で「情報経営イノベーション専門職大学 設立準
備室 入試担当」に確認してください。（提出先や電話
問い合わせ時間は19頁を参照してください。）

試験時間
試験開始時間等については、受験票交付時にお伝えします。

試験会場
日本電子専門学校（新宿区）

出願書類
志願票

志望理由書

（インターネット出願「入試情報」及び「個人情報」を入力することで、志願票の提出とします。）
（インターネット出願「課題・質問項目」にある「志望理由書」を入力してください。）

日本での最終出身校の出席状況証明書（原本）
※日本国内で学校（日本語学校、大学、専修学校等）に在籍した、または在籍している者のみ
日本語教育機関の在学証明書または卒業（見込）証明書（原本）

※日本国内で日本語教育機関に在籍していた、または在籍している者のみ。

日本語教育機関の成績証明書（原本）

※日本国内で日本語教育機関に在籍していた、または在籍している者のみ。

日本語教育機関の学校長又は大学の指導教員の推薦書
日本語能力証明書（原本）

※日本語能力試験（JLPT）N1以上の証明書 若しくは日本留学試験（EJU）の日本語科目合計260点以上の証明書

外部英語検定スコア・等級等証明書

（実用英語技能検定試験、TOEIC、TOEFL、IELTS、Cambridge English、TEAP、GTEC）
※任意

日本入国後の身元保証人の氏名、年齢、職業、住所等を記載した書類

※インターネット出願にある「留学生入試 身元保証人等 調査票」をプリントアウトし、記入してください。

授業料等の支弁能力証明書

※インターネット出願にある「滞在費支弁に関する質問書（留学生入試用）」をプリントアウトし、記入してく
ださい。それ以外に提出する必要のある書類は、「その他必要に応じて本学が指定する書類」欄で確認して
ください。

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ出願
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ出願
郵送
郵送
郵送

郵送

郵送

郵送
郵送
郵送
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留学生推薦入試

続き

出願書類（続き）
健康診断書

※インターネット出願から「健康診断書」をプリントアウトし、医師に記入していただいてください。

パスポートのコピー（顔写真のページ）

最終出身校（高等学校、大学、専修学校）の卒業証明書又は卒業見込証明書（原本）

※英語により作成された以外のものは日本語訳を添付してください。その場合、大使館や公証役場などの公的
機関、または所属する日本語学校などで証明を受けてください。
※大学や専修学校を卒業している者は、高等学校、大学等の両方の証明書を提出してください。

最終出身校（高等学校、大学、専修学校）の成績証明書（原本）
※同上

住民票の写し（原本）

※世帯全体が記載されたもの

在留カードのコピー（表裏ともに）

国民健康保険証のコピーまたはそれに代わるもの

その他必要に応じて本学が指定する書類（滞在費支弁に関する質問書に記載した内容の裏付けになるもの）

郵送

郵送

郵送
郵送
郵送

郵送

郵送

○出願者本人が支弁する場合
・本人の預金通帳のコピー（入国後に開設したすべての預金口座に係る預金通帳のコピー。）
＃アルバイト給与振込、送金、振込、その他に使用したすべての口座預金となります。
＃最新の入出明細が記入された状態のものをコピーしてください。
＃未記入部分（合算）がある場合は、銀行から取引明細書を発行してもらってください。

○出願者の母国にいる両親または親族が学費などを送金する場合。
・本人の預金通帳（同上）
・母国からの送金証明書（預金通帳だけでは「滞在費支弁に関する質問書」に記載した内容の裏付けにならない場合）
（本人による日本語訳も添付のこと）

＃銀行から発行してもらってください。
・取引明細書/ATM利用証明書（預金通帳だけでは「滞在費支弁に関する質問書」に記載した内容の裏付けにならない場合）
＃母国の親が母国で入金し、出願者本人が日本でクレジットカードまたはキャッシュカードから引き
出している場合

郵送

○日本在住者が学費などを支弁する場合
・本人の預金通帳（同上）
・出願者と経費支弁者との関係を証明するもの（本人による日本語訳も添付のこと）
＃日本在住の親族の場合は、戸籍謄本・親族関係を証明する公証書など。

※ 上記以外の書類の提出を求める場合があります。

郵送出願書類確認リスト

＊

※インターネット出願から「郵送出願書類リスト」をプリントアウトし、チェック欄に☑してください。

提出された書類は一切返還しません。

郵送

選抜方法
出願書類、面接試験の内容から総合的に評価を行い合否を決定します。
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留学生一般入試

併願可

入試の概要
本学の教育方針やカリキュラムなどを十分に理解したうえで、本学で学びたい！やってみたい！という高い勉学
意欲や目的意識をもった留学生のための入試です。面接試験と小論文試験を通じ、本学で学ぶ意欲や、必要なコ
ミュニケーション力、日本語力などを評価する入試です。
出願資格
以下の1～4の要件のすべてに該当する者
1.外国において、学校教育における12年の課程を修了した（見込みの）者、または、その国において大学入学資格を
有する者
2.日本国以外の国籍を有する者
3.日本語能力の基準について、以下のいずれかを受験資格として定める。
ア)日本語能力試験（JLPT）のN2以上に合格している。
イ)日本留学試験(EJU)の日本語科目で、読解、聴解・聴読解の合計が200点以上習得している。
4. 本学の学生として「出入国管理及び難民認定法」による在留資格「留学」を取得または更新できる者
募集人数・定員
合計
10名
入試・出願情報
項目

出願期間
（郵送物必着＊）
試験日

合格発表

入学手続き及び
入学金納付期日

A日程

B日程

11月13日(水)～
11月21日(木)

11月13日(水)～
11月28日(木)

12月6日(金)

12月13日(金)

11月30日(土)
1月9日(木)

12月7日(土)
1月9日(木)

C日程

12月3日(火)～
1月30日(木)
2月8日(土)

2月14日(金)

2月28日(金)

D日程

1月31日(金)～
2月27日(木)
3月7日(土)

3月11日(水)

3月18日(水)

＊ 出願期間の最終日9：00～17：00のみ、出願書類の持参による提出を可としています。その場合、必ず事前に電話で「情報経営イノ
ベーション専門職大学 設立準備室 入試担当」に確認してください。（提出先や電話問い合わせ時間は19頁を参照してください。）

試験時間
試験開始時間等については、受験票交付時にお伝えします。
試験会場
全日程：日本電子専門学校（新宿区）

出願書類
志願票

志望理由書

（インターネット出願「入試情報」及び「個人情報」を入力することで、志願票の提出とします。）
（インターネット出願「課題・質問項目」にある「志望理由書」を入力してください。）

日本での最終出身校の出席状況証明書（原本）
※日本国内で学校（日本語学校、大学、専修学校等）に在籍した、または在籍している者のみ
日本語教育機関の在学証明書または卒業（見込）証明書（原本）

※日本国内で日本語教育機関に在籍していた、または在籍している者のみ。

日本語教育機関の成績証明書（原本）

※日本国内で日本語教育機関に在籍していた、または在籍している者のみ。

日本語能力証明書（原本）

※日本語能力試験（JLPT）N2以上の証明書 若しくは日本留学試験（EJU）の日本語科目合計200点以上の証明書

外部英語検定スコア・等級等証明書

（実用英語技能検定試験、TOEIC、TOEFL、IELTS、Cambridge English、TEAP、GTEC）
※任意

日本入国後の身元保証人の氏名、年齢、職業、住所等を記載した書類

※インターネット出願にある「留学生入試 身元保証人等 調査票」をプリントアウトし、記入してください。

授業料等の支弁能力証明書

※インターネット出願にある「滞在費支弁に関する質問書（留学生入試用）」をプリントアウトし、記入してく
ださい。それ以外に提出する必要のある書類は、「その他必要に応じて本学が指定する書類」欄で確認して
ください。

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ出願
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ出願
郵送
郵送
郵送
郵送
郵送
郵送
郵送
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留学生一般入試

続き

出願書類（続き）
健康診断書

※インターネット出願から「健康診断書」をプリントアウトし、医師に記入していただいてください。

パスポートのコピー（顔写真のページ）

最終出身校（高等学校、大学、専修学校）の卒業証明書又は卒業見込証明書（原本）

※英語により作成された以外のものは日本語訳を添付してください。その場合、大使館や公証役場などの公的
機関、または所属する日本語学校などで証明を受けてください。
※大学や専修学校を卒業している者は、高等学校、大学等の両方の証明書を提出してください。

最終出身校（高等学校、大学、専修学校）の成績証明書（原本）
※同上

住民票の写し（原本）

※世帯全体が記載されたもの

在留カードのコピー（表裏ともに）

国民健康保険証のコピーまたはそれに代わるもの

その他必要に応じて本学が指定する書類（滞在費支弁に関する質問書に記載した内容の裏付けになるもの）

郵送

郵送

郵送
郵送
郵送

郵送

郵送

○出願者本人が支弁する場合
・本人の預金通帳のコピー（入国後に開設したすべての預金口座に係る預金通帳のコピー。）
＃アルバイト給与振込、送金、振込、その他に使用したすべての口座預金となります。
＃最新の入出明細が記入された状態のものをコピーしてください。
＃未記入部分（合算）がある場合は、銀行から取引明細書を発行してもらってください。

○出願者の母国にいる両親または親族が学費などを送金する場合。
・本人の預金通帳（同上）
・母国からの送金証明書（預金通帳だけでは滞在費支弁に関する質問書に記載した内容の裏付けにならない場合）
（本人による日本語訳も添付のこと）

＃銀行から発行してもらってください。
・取引明細書/ATM利用証明書（預金通帳だけでは滞在費支弁に関する質問書に記載した内容の裏付けにならない場合）
＃母国の親が母国で入金し、出願者本人が日本でクレジットカードまたはキャッシュカードから引き
出している場合

郵送

○日本在住者が学費などを支弁する場合
・本人の預金通帳（同上）
・出願者と経費支弁者との関係を証明するもの（本人による日本語訳も添付のこと）
＃日本在住の親族の場合は、戸籍謄本・親族関係を証明する公証書など。

※ 上記以外の書類の提出を求める場合があります。

郵送出願書類確認リスト

＊

※インターネット出願から「郵送出願書類リスト」をプリントアウトし、チェック欄に☑してください。

提出された書類は一切返還しません。

郵送

選抜方法
出願書類、面接試験、小論文の内容から総合的に評価を行い、合否を決定します。
小論文のテーマ及び文字数は、出願後の受験票交付時にお伝えします。
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社会人入試

入試の概要
これまでの社会人経験を活かし、高い専門性の習得を目指す、勉学意欲旺盛な方を対象とした入試方式です。

併願可

出願資格・出願要件
以下の1、2の要件のすべてに該当する者
1.(1)～(3)の項のいずれかに該当する者
(1) 高等学校または中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者
(3) 学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）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（「平成32年度大学入学者選抜大学入試センター試験受験案内」出願資格参照）
2.通算して5年以上の職務経験（家事専従を含む）を有する者
募集人数・定員
合計
10名
入試・出願情報

項目

出願期間
（郵送物必着＊）
試験日

Ａ日程

B日程

11月13日(水)～12月12日(木)

1月31日(金)～2月27日(木)

12月24日(火)

3月11日(水)

合格発表

入学手続き及び
入学金納付期日

12月21日(土)

1月23日(木)

3月7日(土)

3月18日(水)

＊ 出願期間の最終日9：00～17：00のみ、出願書類の持参による提出を可としています。その場合、必ず事前に電話で「情報経営イノ
ベーション専門職大学 設立準備室 入試担当」に確認してください。（提出先や電話問い合わせ時間は19頁を参照してください。）

試験時間
試験開始時間等については、受験票交付時にお伝えします。
試験会場
全日程：日本電子専門学校（新宿区）

出願書類

志願票

志望理由書

(インターネット出願「入試情報」及び「個人情報」を入力することで、志願票の提出とします。）
(インターネット出願「課題・質問項目」にある「志望理由書」を入力してください。）

最終学歴の学校が発行した成績を証明するもの

（最終学歴が高等学校の場合：調査書もしくは卒業証明書及び成績証明書）
（最終学歴が大学、専修学校専門課程等の場合：卒業証明書及び成績証明書）

外部英語検定スコア・等級等証明書
（実用英語技能検定試験、TOEIC、TOEFL、IELTS、Cambridge English、TEAP、GTEC）
※任意

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ出願
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ出願
郵送
郵送

選抜方法
出願書類、面接試験、小論文の内容から総合評価を行い、合否を決定します。
小論文のテーマ及び文字数は、出願後の受験票交付時にお伝えします。
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帰国生入試

入試の概要
日本以外での教育制度の下でその課程を修了した（する見込み）の方を対象とした入試方式です。

併願可

出願資格
わが国の高等学校に相当する正規の教育機関の教育課程を修了した者のうち、日本国籍を有し、かつ国の内外を通じて
12年の学校教育を修了又は修了見込み、かつ2020年3月31日までに18歳に達する者で、大学教育を受けるのに十分な日
本語の能力を有する、次の項のいずれかに該当する者

以下の1、2の要件を満たす者
1.(1)～(5)の項のすべてに該当する者
(1)わが国の高等学校に相当する正規の教育機関の教育課程を修了した者
(2)日本国籍を有する者
(3)日本国の内外を通じて12年の学校教育を修了又は修了見込みの者
(4)2020年3月31日までに18歳に達する者
(5)大学教育を受けるのに十分な日本語の能力を有する者
2.(1)～(3)の項のいずれかに該当する者
(1)外国の教育制度に基づく高等学校に最終学年を含め2年以上継続して在学し、2020年3月までに卒業(修了)見込みの者、
又は卒業(修了)して2年以内の者
(2)外国における高等学校に2年以上在籍し、帰国後日本の高等学校又は中等教育学校を2020年3月までに卒業又は卒業見
込みの者
(3)当該国における大学入学資格を有する者で、原則として「(1)」又は「(2)」に準ずる者
募集人数・定員
合計
若干名
入試・出願情報

項目

出願期間
（郵送物必着＊）
試験日

Ａ日程

B日程

11月13日(水)～12月12日(木)

1月31日(金)～2月27日(木)

12月24日(火)

3月11日(水)

合格発表

入学手続き及び
入学金納付期日

12月21日(土)
1月23日(木)

3月7日(土)

3月18日(水)

＊ 出願期間の最終日9：00～17：00のみ、出願書類の持参による提出を可としています。その場合、必ず事前に電話で「情報経営イノ
ベーション専門職大学 設立準備室 入試担当」に確認してください。（提出先や電話問い合わせ時間は19頁を参照してください。）

試験時間
試験開始時間等については、受験票交付時にお伝えします。
試験会場
全日程：日本電子専門学校（新宿区）
出願書類

志願票

（インターネット出願「入試情報」及び「個人情報」を入力することで、志願票の出願とします。）

志望理由書（インターネット出願「課題・質問項目」にある「志望理由書」を入力してください。）
最終学歴の修了証明書及び成績証明書（原本）
外部英語検定スコア・等級等証明書
＊

（実用英語技能検定試験、TOEIC、TOEFL、IELTS、Cambridge English、TEAP、GTEC）
※任意

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ出願
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ出願
郵送

郵送

提出された書類は一切返還しません。

選抜方法
出願書類、面接試験、小論文の内容から総合的に評価を行い合否を決定します。
小論文のテーマ及び文字数は、出願後の受験票交付時にお伝えします。
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受験上の注意

1.試験会場までの交通手段や所要時間は事前に確認しておいてください。
2.受験票ならびに筆記用具を持参してください。
3.入試当日の集合時間は、受験票交付時にインターネット出願システムでお伝えします。入試日当日は終日予定をあけて
おいてください。
4.試験会場へは早めの到着を心がけてください。
5.AO入試（ワーク型）のグループワーク時を除き、面接控室及び試験室では、携帯電話等の電子・通信機器の電源を切り、
カバンにしまってください。時計の代わりとして携帯電話等の電子・通信機器(スマートウォッチ含む)を使用することは
できません。
6.交通機関の遅延等により集合時間に間に合わない場合は、情報経営イノベーション専門職大学 設立準備室 入試担当
（TEL 03-3363-7775）に連絡してください。

合格発表

1.合否結果は、発表時にインターネット出願システムのメッセージ機能で伝達するとともに、書類を郵送します 。
2.合否結果に関しまして、電話やメールでのお問合せには一切応じることができません。

入学手続き

1.合格者には、入学手続きに関する案内をインターネット出願システムのメッセージ機能で伝達するとともに、書類を
郵送します 。
2.入学手続きに関する案内に従って、手続き書類を提出し、入学金をお振込みください。なお、入学金は理由の如何を
問わず返還いたしません。
3.入学手続きは、必ず定めた期間内に行ってください。期間経過後の入学手続きは、いかなる事由があっても、一切認
めません。

個人情報の取扱

志願時に収集した個人情報を、入学者選抜試験、合格発表、入学手続きおよびこれらに付随する業務のために利用しま
す。その際は、当該個人情報の漏洩・流出・不正利用等のないよう、適切な管理を行います。また、上記の業務に関し
て、一部を委託する場合があります。その場合、委託先に対し契約等により適切な管理を義務付けます。

特待生試験

出願資格・出願要件
AO入試（A・B日程）、推薦入試（A日程）、一般入試（A日程）、留学生入試（A・B日程）の受験生のうち、
特待生を希望する者。
＊ 特待生もしくは学生寮特待の試験の受験を希望する者は、インターネット出願時に、「新規出願ページ」の「課題・
質問項目」にある「特待生試験の受験を希望します。」（寮特待を希望する場合は「特待生試験（寮特待）の受験を
希望します。」）にチェックを入れてください。
募集人数・定員
合計
最大で20名（学生寮特待は若干名）
学費免除額

iU A特待

1,400,000円/年

学生寮特待

寮費

免除

iU B特待

700,000円/年

約540,000円～630,000円/年間総額

減免

減免

iU C特待

200,000円/年

減免

＊ 継続審査は毎年実施（2年次以降は成績等で審査）
＊「学生寮特待」とは、指定学生寮運営会社「株式会社共立メンテナンス」とパートナーシップを結ぶことにより導入
された制度です。この制度は、遠方の入学者のうち、ひとり暮らしが必要であり且つ経済的に進学が困難な方を応援
することを目的としています。選考の結果、寮生として模範的な行動をとることができる方に対して、寮費を減免し
ます。要件は「退学、中途退寮不可」「契約年数1年（本学の成績等状況・寮生活状況によって更新可）」です。
【学生寮特待生 活動内容】
①模範寮生としての生活（毎日の挨拶、ルールの遵守）
②寮内コミュニティーのサポート
③レポート提出「学生寮運営上の課題と改善点について」年3回程度

特待生試験の選抜方法
・面接を実施する入試種別の場合、当該入試の面接試験の中で特待生に関する質問を課します。当該試験に面接がない
入試種別の場合は、特待生試験用の面接を同日に実施します。入試結果と特待生に関わる面接の結果を勘案し、特待
生を決定します。「iU A特待・iU B特待・iU C特待」と「学生寮特待」の選抜方法は同一内容です。
・特待生試験は2回受験することはできません。
特待生試験の結果発表
・当該入試の合格発表と同時に発表します。
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試験場

アクセスマップ

日本電子専門学校

会場

住所：東京都新宿区百人町1-25-4
【JR総武線 大久保駅】徒歩2分
【西武新宿線 西武新宿駅】徒歩5分
【JR山手線 新大久保駅】徒歩10分
＊ 試験会場までの交通手段や所要時間は事前に確認しておいてください。

情報経営イノベーション専門職大学

会場（2020年3月14日実施入試のみ）

情報経営イノベーション専門職大学

住所：東京都墨田区文花1-18-13
【東武亀戸線 小村井駅】徒歩6分
【東京メトロ半蔵門線・都営地下鉄浅草線・京成線 押上駅】徒歩13分
【京成線 京成曳舟駅】徒歩13分
＊ 試験会場までの交通手段や所要時間は事前に確認しておいてください。

出願先・問い合わせ先
〒169-8522
TEL : 03-3363-7775
東京都新宿区百人町1-25-4
URL : http://www.i-u.ac.jp
学校法人電子学園 情報経営イノベーション専門職大学 設立準備室 入試担当
＊ 2020年2月中旬ごろに墨田キャンパスに事務機能を移管します。
9：00～17：00（土日祝休み）
その際は大学ウェブサイト及びインターネット出願画面でお伝えいたします。
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