[2018 年春季 入学者対象]

３年次編入学・転入学試験要項
(経営学部：現代経営学科 ビジネスマネジメントコース)

〒709-0863 岡山市東区瀬戸町観音寺 721
[HP] http://www.ipu‐japan.ac.jp
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「編入学」と「転入学」について
「編入学」とは、学校を卒業した方が、教育課程の一部を省いて途中から履修すべく他の種類の学校に入学する
こと（途中年次への入学）を指します。
「転入学」とは教育課程の一部を省いて途中から履修すべく同じ種類の
学校に入学することを指します。大学の学士課程に在籍中の方が本学の途中年次に入学する場合は、転入学に分
類されます。
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１．入学者受入方針
（1）環太平洋大学のアドミッションポリシー
環太平洋大学は、豊かな人間性やコミュニケーション能力を備え、深い専門性と指導力・実践力を持った人材の育
成を目指している。そのため、各学科の教育目的を理解し、大学生の本分はまず、学業にあると心得、文化・芸術、
スポーツ及びボランティアなど、学内外の様々な活動に進んで参加し、教養を広め、専門的知識・技術を身に付け、
社会の発展に寄与することができる人材を求めている。そこで、高等学校において各教科の知識・技能と、それら
を活用する思考力・判断力・表現力等を身に付け、自ら積極的に学ぶ姿勢を持つ人間性豊かな自律的人材を受け入
れる。
（2）経営学部現代経営学科の求める学生像
現代経営学科では、現代経営に関する総合的なリベラルアーツを身に付け、経済・産業の諸分野において中核を担
う企画力と実行力、及び起業家精神をもつ有為な人材の養成を目的としている。
このため、以下のような人材を求めている。
1).知識・技能を保有し、社会の出来事を把握し理解できる人
2).努力して目標を達成した経験を持ち、自身の強みと弱み、価値を語れる人
3).目的達成のために課題を解決し、採るべき方策を考え、自分の意見としてまとめることができる人
4).自分の考えを的確に表現し、客観的な分析に基づいて相手に伝え、説得できる人
5).次のような関心、意欲、態度が備わっている人
①主体的に学習に取り組みたいという意欲
②経済、技術の動向や、企業活動への高い関心
③ディスカッションを通じて自身及びチームメンバー全体の学習向上を図りたいという意欲
④グローバルな環境に触れ、理解したいという意欲
6).英語力の向上及び、理数系科目も含む基本的な学習に高校等でも積極的に取り組み、文章の読解力、表現力向
上を目指し、多くの読書を行っている人
（3）その他、入学選考における重点項目
本学では、学内活動のすべてが、将来学生が社会で必要な教養・マナー・生活態度などを身につけるための実践指
導の場である、との考え方から、原則として頭髪の脱色、着染色、およびピアスは認めないという教育方針を理解
し、実践できること。

（4）学位記
本学において正規学生として在学し、所定の単位数を修得した者に学士（経営学）が授与されます。
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２.募集年次、学部・学科及び募集人数
募集年次

学

3 年次

部

学

経営学部

科・コース

募集人員（留学生を含む）

現代経営学科 ビジネスマネジメントコース

50 名

３.出願期間・試験日・合格発表日・入学手続き期間
次の日程で入学試験を実施します。なお、諸事情で試験日程等を変更する可能性があります。
試験区分

出願期間
（締切日消印有効）

入学試験

合格発表

入学手続

３年次転・編入学
試験Ⅰ期

平成 29 年 9 月 28 日（木）
～10 月 6 日(金)

平成 29 年 10 月 15 日（日）

平成 29 年 10 月 25 日（水）

１次：平成 29 年 10 月 25 日（水）～平成 28 年 11 月 17 日（金）
２次：平成 29 年 11 月 20 日（月）～平成 30 年 1 月 31 日（水）

３年次転・編入学
試験Ⅱ期

平成 30 年 1 月 15 日(月)
～1 月 26 日(金)

平成 30 年 2 月 3 日（土）

平成 30 年 2 月 14 日（水）

１次：平成 30 年 2 月 14 日（水）～平成 30 年 3 月 7 日（水）
２次：平成 30 年 3 月 8 日（木）～平成 30 年 3 月 13 日（火）

○入学試験会場：環太平洋大学

第 1 キャンパス（岡山市東区瀬戸町観音寺 721）

４.出願資格
（１）編入学試験・転入学試験

※事前に個別相談を受けること。

次の①～④のいずれかに該当する者。
①大学に2年以上在学し、62単位以上修得した者、または平成30年3月をもって2年以上在学し、62単位以上を
修得見込みの者。
②短期大学・高等専門学校を卒業した者、または平成30年3月までに卒業見込みの者。
③専修学校の専門課程（ただし、修行年限が2年以上で、かつ課程修了に必要な授業総時間が1700時間以上であ
る者）を修了した者、または平成30年3月までに修了見込みの者（学校教育法第90条第1項に規定する大学入
学資格を有する者に限る。）
。
④その他、上記と同等以上の資格があると本学が認めた者。

５.出願・手続
（1）出願方法
出願期間内に本学アドミッションセンターへ下記書類を提出してください。
① 入学願書・写真票・受験票・出願書類（写真２枚貼付）
② 検定料(金融機関収納印を出願書類に押印)
③ 成績証明書または単位修得証明書（専修学校生は、専修学校認定証明書も必要）
④ 宛名シール
⑤ オープンキャンパス参加証明書・大学説明会参加証明書（参加した者のみ：以下検定料免除特典あり）
出願書類送付先

〒709-0863

岡山市東区瀬戸町観音寺 721
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IPU・環太平洋大学

ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝｾﾝﾀｰ宛

（2）検定料

31,000 円

現金での納入は受け付けません。銀行等で受験料を振り込み、出願締切日までに手続きをしてください。出願時
に納入がない場合、願書は受理されません。また、一旦納入された検定料等は、理由のいかんにかかわらず返還
いたしませんのでご注意ください。なお、本学のオープンキャンパスあるいは大学説明会参加者は検定料を免除
します（オープンキャンパス参加者 16,000 円、大学説明会参加者 16,000 円、オープンキャンパス＆大学説明会
参加者 1,000 円）。

６.入学試験における選考方法、選考結果発表
(1)

内容・時間・配点
集合・試験内容

時間

配

点

集合時間

9：15（時間厳守）

－

一般教養

9：30～10：30（60 分）

100 点

学科課題文＋共通課題文

10：45～12：00（75 分）

100 点

昼食休憩

12：00～12：45（45 分）

－

面接（個別）

12：45～

100 点

<学科課題文のテーマ>
対象学科

課題文
将来の夢や就きたい職業等、将来に対する目標と動機を述べてください。また、その目標のため
に経営学部現代経営学科で何を学びたいのか、さらに、大学合格後から入学までと、入学した

現代経営学科
４月からの大学生活において自身が考える「目標達成のための学習への取組計画」を具体的に
述べてください。

(2)

試験当日の注意

○試験会場について
1）試験会場は、環太平洋大学第１キャンパス。
2）試験当日は、「ＪＲ東岡山駅」（北口）ＩＰＵスクールバス乗り場より送迎バスを運行いたします。
（発車時刻・8：15、8:35、8:50）
。面接終了後にも随時、東岡山駅行きのバスを運行します。
3）公共交通機関の障害、天候などによる事由が発生した場合は、すみやかにアドミッションセンターに連絡し
指示を受けてください。
○持参するもの
1）受験票

※常時受験票を携行してください。

2）筆記用具（Ｂ・ＨＢのえんぴつ又はシャープペンシル、消ゴム）
。
3）時計（携帯電話・電子手帳等の時計以外の機能がついたものは認めません）
。
※アラーム機能は解除してください。
4）昼食は各自でご用意ください。
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○試験教室の入退場
1）集合時間（9：15）を厳守してください。
2）集合時間 30 分前（8：45）から試験教室に入室できます。
3）試験開始後、20 分までの遅刻は受験を認めます。ただし、そのための時間延長はいたしません。
○試験中の注意
1）試験教室ではすべて、監督者の指示に従ってください。
2）携帯電話などの通信機器を所持している受験生は係員の指示に従ってください。
○その他
1）受験票は、入学手続きが完了するまで大切に保管してください。
2）病気などで通常の試験教室での受験に支障がある場合は、事前にアドミッションセンター（TEL：086-908-0362）
まで連絡してください。
3）試験教室は冷暖房が完備されています。

(3)

選考結果の通知

選考結果通知書（合否結果通知書）は選考の受験者全員に通知します。

７.入学手続、納入金等
（1）入学手続
①入学手続関係書類は合格通知書に同封して郵送します。指定期日までに入学手続を行ってください。
（提出書類については合格者に交付される書類で確認してください。
②指定期日までに手続をなされない場合は、入学を辞退したものとみなします。
③入金は、本学で指定した振込先に納入してください。なお、振込手数料および海外送金に伴う手数料等は
ご負担をお願いします。

（2）奨学金
入学試験合格者中、次の条件に該当する者については、学納金を減免します。
種類

分野

入試・資格・内容
【A】英語検定１級・準１級取得者、IELTS 6.0 以上、TOEFL iBT 80 以上、TOEIC 730 以上

英語

⇒授業料全学免除
【B】英語検定２級取得者、IELTS 5.0 以上、TOEFL iBT 35 以上、TOEIC 550 以上
⇒授業料半額免除
【A】日商簿記１級取得者

または

応用情報技術者試験合格者

【B】日商簿記２級取得者 または

基本情報技術者試験合格者

⇒授業料全学免除
資格取得者奨学金
その他

⇒授業料半額免除
【C】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
成績優秀者奨学金

【A】入学試験で満点の 85％以上の者

⇒

授業料全額免除

【B】入学試験で満点の 80％以上の者

⇒

授業料半額免除
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＜奨学金の入学時申請、2 年目の継続審査＞
奨学金の申請に際しては合格通知に同封される「奨学金に関する誓約書」をよく確認し、入学手続き時に
署名捺印のうえご提出下さい。
なお、2 年目に、奨学金付与に関する継続審査があります。
継続条件は、以下の 4 項目全てを満たすこととします。
1.奨学金受給年度（各学期）の授業出席率が 90%以上
2.奨学金受給年度（各学期）の学校成績（GPA）について、
【A】奨学金の者は GPA3.2 以上
【B】
【C】奨学金の者は GPA3.0 以上
※GPA…履修科目の成績評価の平均値を算出したもの（満点は 4.0）
3.３年次終了時点での標準取得単位数が、通算 100 単位以上を満たす
4.課外活動を含め、大学生活全般において大学行事へ十分貢献する
また、学納金滞納や退学処分、素行不良等があった場合等は、学年途中であっても受給資格を即時停止又は
取消し、付与済の奨学金相当額の全部又は一部を直ちに返還しなければなりませんので留意して下さい。

（3）納入金

※

年次

３年次
1,396,076 円

1,052,700 円

学費

学納金 1,300,000 円

学納金 1,000,000 円

諸経費

諸経費

96,076 円

４年次

52,700 円

学納金内訳［入学金 300,000 円、授業料 800,000 円、教育充実費 100,000 円、施設設備費 100,000 円］

注:系列校からの卒業生（在校生）の場合は、入学金免除の得点があります。

※

諸経費内訳
諸経費項目

3 年次

4 年次

学生教育研究災害障害保険（2 年分:入学時）
IC 学生証
「日経ビジネス」購読費用（入学時）
学友会入会費
学友会年会費
教育・体育振興費
卒業諸費
同窓会費
健康診断費

¥2,080
¥3,000
¥27,000
¥10,000
¥10,000
¥20,000
¥10,000
¥10,000
¥3,996

¥10,000
¥20,000
¥10,000
¥10,000
¥2,700

合計

¥96,076

¥52,700

注:①3 年次の諸費用は入学時に納入いただきます。4 年次は授業料（前期分）納入時に併せて納入をお願いいたします。
②各自購入として、教科書（受講する授業によって異なります）、徽章（1,000 円）、ネクタイ（男子のみ 3,000 円）、
エンブレム（5,000 円）があります。
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（4）学生寮
入寮希望者は入学手続時に以下の費用を学納金とともに納入してください。
内

容

一人部屋

シェア

入寮費（入寮時のみ）

50,000 円

25,000 円

家賃（男子：６か月）

252,000 円

126,000 円

家賃（女子：６か月）

258,000 円

129,000 円

１．寮での食事は、通常講義期間中の平日の朝食・夕食を提供します。
男子 152,000 円/年間 160 日、女子 128,000 円/年間 160 日が
別途かかります。
２．水道代、電気代、ガス代は各自実費負担となります。

※退寮時には別途修繕費がかかります。

８.入学辞退、授業料返還について
１）合格者で入学金・授業料などの納入後、やむを得ない事情により入学辞退を申し出た者で納付金の返還を希望
する場合は、納入済の納付金のうち、入学金以外を返還します。
２）手続き方法：入学辞退の申請は必ず受験生本人が各入試の入学手続き期間に申請してください。その後、本学
所定の書式の辞退届を送付しますので、必要事項をご記入の上、特定記録郵便にて、アドミッションセンター
宛に辞退手続き期限（2018 年 3 月 23 日（金）17：00 必着）までに郵送してください。
３）返還日：授業料の返還は 2018 年 4 月下旬以降に指定された口座に返金いたします（振込手数料は辞退者負担と
させて頂きます）
。

９.問い合わせ先
IPU・環太平洋大学

アドミッションセンター(入試広報課)

nk@ipu-japan.ac.jp

〈個人情報の取扱について〉
本学では願書提出時に収集した個人情報（住所・氏名・生年月日等）は、入学試験実施、合格発表、入学手続き及び
これに附随する業務のためのみに利用します。その際、当該個人情報の漏洩、流出、不正利用がないよう、厳重に管
理を行います。また、上記業務の一部または全部を委託する場合がありますが、その場合には委託先に対して契約等
により必要かつ適切な管理を義務付けます。
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