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NEWS RELEASE No.8

2020 年 10 月 13 日
iU 情報経営イノベーション専門職大学

連携企業 株式会社ZENKIGENが提供する
WEB面接サービス「harutaka」を導入
韓国在住者の入試に活用
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（東京都墨田区、学長 中村伊知、以下、iU）は、新型コロナ
ウイルス感染防止対策の一貫として連携企業・株式会社ZENKIGEN（本社 東京都千代田区、代表取締役CEO野澤比
日樹、以下ZENKIGEN）のWEB面接サービス「harutaka」を導入しました。

このサービスを導入することで iU への留学を希望する韓国在住者ならびに試験官が、感染リスクのない安心と安全を確保した
形で受験することができます

■導入システム「harutaka」について
時間や場所にとらわれない新しい面接の体験を実現する WEB 面接サービス「harutaka」は、動画エントリー機能、ライブ面
接機能を有し、いつでも、どこでも面接を実施することができます。
新卒、中途を問わず利用でき、面接にかかるコストを大幅に削減し、安心安全な就職/採用活動を実現いたします。
また、新型コロナウィルス感染拡大により、企業の採用面接に留まらず、大学受験における安心安全の確保を目的として大学
入試における活用も進んでおります。
WEB 面接サービス『harutaka』：https://harutaka.jp/

■株式会社 ZENKIGEN 代表取締役 CEO 野澤比日樹氏
株式会社 ZENKIGEN は、WEB 面接サービス「harutaka」の提供を通じて、就活生と採用関係者双方の負担を軽減し、安
心安全な就職/採用活動が出来るように努めて参りました。
この度の新型コロナウィルス感染拡大より、大学入試における従来の対面型面接では受験生・大学関係者双方の安全確保
は困難な状況であります。
また、学生にとって大学はキャリアの礎を築く学びの場であると考え、その入り口となる入試において、選択の機会が減少すること
に強い危機感を持っております。これらの状況に際し、受験生・大学関係者双方の負担を軽減した形での
感染リスクに対する安全確保、学生の選択機会を増やすことを目的としたオンライン対応に向けて、全力でサポートさせて頂く所
存でございます。

■iU 入学者選抜および海外在住者の受験環境について
iU の入学者選抜では、一般選抜以外の選抜方法において、大学の教育理念やアドミッションポリシーなどへの理解を問うため、
対面式の面接・口頭試問を行っています。韓国在住者が受験を希望する際は、日本へ来日いただくか、日本から試験官が訪
韓し、ソウル市内の韓国事務所で対面式試験を行うことになっています。ただし、新型コロナウイルス感染症の世界的流行を受
け、渡航制限や日本入国時の待機期間が設けられていることなどから、対面式入試が困難な状況となっています。そこで iU は
オンラインでの入試を導入し、安心・安全な環境での面接・口頭試問を実施することと致しました。
しかしながら、受験生側のネットワーク環境、デバイス、OS、ブラウザなど通信品質に差異が生じるため、全受験生に対し平等か
つ公平な試験機会を提供できるシステムとして、これまで 企業の採用支援として多くの実績をもつ WEB 面接サービス
「harutaka」の導入を決定しました。
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■iU 情報経営イノベーション学部
学部長 鎌谷 修
外部環境に左右されず、受験生
が安心、安全に受験できることを第一に考え、企業採用面接での実績が豊富な
「harutaka」の導入を判断致しました。受験生に事前の接続設定などの負担をかけることなくオンライン面接が可能な仕組み、
セキュリティ確保への対策、大学側の入試工程稼働軽減について高く評価しております。今後は、学内での学生管理や新た
な利用形態の検討も視野に入れたいと考えております。

■学校法人電子学園 韓国事務所（NHK 語学院）院長 李 侖 珍
コロナウイルスの影響で韓国内でも人々の生活様式が一変し、日本への留学を目指す学生も例年とは異なる準備を強いら
れております。日本への入国が未だ難しい状況の中で、受験する学生にとって自国で安心して受験に臨める素晴らしい取り組
みだと思います。また、「harutaka」のシステムは非常に分かりやすく、学生の状況管理もしやすいため、学生の留学サポート
を行う我々にとってもスムーズに利用することが出来ることから、これからの時代に合ったシステムだと感じ期待しております。

＜大学概要＞
■大学・学部学科名
・大学名：「情報経営イノベーション専門職大学」 ※愛称 「ｉＵ（あいゆー）」
・学部名：情報経営イノベーション学部 情報経営イノベーション学科

■学長
中村伊知哉（なかむらいちや）
<職歴>
1984年、ロックバンド少年ナイフのディレクターを経て旧郵政省入省
1998年、MITメディアラボ客員教授
2002年、スタンフォード日本センター研究所長
2006年、慶應義塾大学大学院教授
2020年4月より、iU学長に就任

■設置概要
・本校舎：東京都墨田区文花1-18-13
・サテライトオフィス：東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー8階

左：本校舎
右：サテライトオフィス

・学生数：1期生230名 ・専任教員数：28名
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■教育理念
「変化を楽しみ、自ら学び、革新を創造する。」

■基本構想
ICT×ビジネス×グローバルコミュニケーション ＋ 全員インターンシップ×全員起業×オンライン学習
・ICT教育：電子学園が積み上げた基盤により、プログラミング・AI・ビッグデータなど、幅広いICTスキル教育を展開
・ビジネス創造教育：実務家教員によるビジネススキル教育を実施、ビジネス教養、ビジネスプラン策定力などを身につける
・使える英語・グローバル教育：国際舞台で仕事をするために必要な英語力を磨く教育と留学生の受け入れにより国際性
も強化
・インターンシップとリアルプロジェクト：1人640時間のインターン、実ビジネスの中でハンズオンのリアルプロジェクト教育を実施
・全員起業：希望者全員に対し、在学中に起業にチャレンジできるサポート体制
・オンラインを活用した授業サポート：『いつでもどこからでも学ぶことができる』をキーワードに、自ら積極的に学ぶための環境の
充実
■育成人材像
・ICT を活用する様々な業界・団体において課題を解決し、新たな商品・サービスやビジネスを生み出すことのできる人材
・ICTを活用し新たな商品・サービスやビジネスを生み出すことで、国際社会と地域社会の産業発展に貢献する起業家

【本リリースに関するお問い合わせ先】

iU 情報経営イノベーション専門職大学 TEL：03-5655-1555

E-mail：info@i-u.ac.jp

School Information:
▪

Name: Professional University of Information and Management for Innovation (iU)

▪

President: Ichiya Nakamura

2020

iU – President

2006

Keio University Graduate School - Professor

2002

Stanford Japan Center Research Institute - Director

1998

MIT Media Lab - visiting Professor

1984

Ministry of Posts and Telecommunications, and director of the rock band “Shonen Knife”

▪

Educational philosophy

Change, Learn, Innovate.
▪

“Enjoy change, learn by yourself, and create innovation.”

Basic concept

[(ICT + Business + Global Communication + Internship) x (Entrepreneurship) x (Online Education)]
-

ICT education: Develop a wide range of ICT skill education (e.g. programming, AI, and big data,
etc.)

-

Business creation: Providing business skills education by practitioner business experts, acquiring
business education, formulating business plan skills, and so on.

-

Practical English and Global education: Internationalization through education to improve English
language skills necessary for working in the international stage and for the recognition of
international students.

-

Internship and Projects: a 640hrs per person, hands-on, project to establish a real business startup.

-

Entrepreneurship: A support system for applicants to undertake entrepreneurial ventures while
enrolled in school.

▪

Online educational support: a belief that, "You can learn from anywhere, anytime."

iU will create:
-

Human Capital who will solve problems within various industries and organizations by utilizing ICT
skills to create new products, services, and businesses.

-

Entrepreneurs who contribute industrial development of local and international communities by
supporting development of global sustainable goals.

For Further Information, please contact:
PR division
Professional University of Information and Management for Innovation
TEL: +81356551555

E-mail: info@i-u.ac.jp

