
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2023 年度 春季入学者対象】 

 

 

 

３年次編入学・転入学試験 

学生募集要項 

 

・現代経営学科（ビジネスマネジメントコース） 

・こども発達学科 
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～「編入学・転入学」について～ 

「編入学・転入学」」とは、学校を卒業した方が教育課程の一部を省いて、途中から履修するため 

他の種類の学校に入学すること（途中年次への入学）、又は他の学校に在籍中の方等が、教育課程 

の一部を省いて、途中から履修するため同じ種類の学校に入学することを指します。 

短期大学や専門学校等を卒業された方や、大学の学士課程に在籍中の方が本学の途中年次に入学 

する場合などが該当します。 

  



 

Ⅰ． IPU・環太平洋大学の教育理念 

 

１．建学の精神と教育の理念 

■建学の精神 

「挑戦と創造の教育」 

■基本理念と使命・目的 

「教育とスポーツの融合」 

 教育・スポーツの両面を通じて、健全で豊かな人格を備えた教育者・指導者を養成するとともに、深い専門

性と応用力を兼ね備えた真に次代を担う国際人となり得る人材を輩出することで社会に貢献する。 

■教育指針 

 1）個性教育：豊かな人間性と個性を育む教育 

 2）実学教育：深い専門性と実践力を身につける教育 

 3）国際教育：コミュニケーション能力とグローバルマインドを涵養する教育 

 

２．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、他者と協働して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。 

 

３．各学部・学科の求める学生像 

 

１） 経済経営学部 

経済経営学部では、豊かな人間性、経済、経営に対する専門的知識と実践力等を身に付けた人材を養成す

ることを目的にしている。 

 

■入学前に身に付けておく能力 

①豊かな人間性・教養に基づく課題提案力、②コミュニケーション能力やプレゼンテーション能力、③国際人と

しての自覚とアイデンティティーの涵養、④経済、経営に対する関心 

■求める人材 

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  
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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、同時に、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 

 

○経済経営学部 現代経営学科 

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、学部のアドミッション・ポリシーに従って以下のような資質・能力を身に付けた人材を求めている。 

1) グローバルな環境に触れ、経済・社会分野を多面的に理解したいという意欲及び国際人としてグローバル 

に活躍できることを目指す姿勢 

2) 経済、経営に関する動向、情報・技術の動向や、企業活動への高い関心をもち、修得した知識によって 

社会の出来事を把握し理解する能力 

3) 英語や理数系科目も含む主要科目の基礎を高校卒業までに修得し、大学入学後も文章の読解力、表現 

力向上について積極的に取り組む姿勢 

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、説得できる力 

5) 現実社会の問題を論理的・数量的に考え、情報通信技術を用いて解決しようとする考え方 

6) ディスカッションを円滑に行うことのできるコミュニケーション能力及び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修向上を図りたいという意欲 

7) 主体的に学習に取り組みたいという意欲及び努力して目標を達成した経験を持ち、自身の強みと弱み、 

自己の価値を語ることができる力 

8) 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能力 

以上の学科の求める人材像に基づき、現代経営学科での学習に必要な「知識・技能」、「思考力・判断力・表

現力等の能力」、「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」等の学力や人間性などを多面的に評価する

入学者の選抜を行う。 

 

２） 次世代教育学部 

次世代教育学部では、豊かな人間性、教育学・保育学・心理学・社会学などに関する専門的知識と実践力等

を身に付けた教育者、保育者、国際人、指導者を養成することを目的にしている。 

 

■入学前に身に付けておく能力 

①優しさ・たくましさ・協調性など、豊かな人間性、②日本及び他国の文化への関心とコミュニケーション能力、

③一定レベルの学力と、幅広い教養と教育への関心、④専門的知識とそれを活かす実践力を身に付けて、社会

の発展に貢献しようとする明確な目的意識 
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■求める人材 

1) 次世代の教育や現代社会の課題に強い関心をもっている人 

2) 教育者に必要な専門知識とそれを活用できる教育実践力の修得を目指す人 

3) 幅広い教養と子どもの発達や個性に応じた教育に関する専門的知識の修得に向かって努力する人 

4) 豊かな人間性を培い、グローバル社会の新たな教育者として、国際的な視野でのコミュニケーション能力を 

磨き、思考力・判断力・表現力の修得を目指す人 

 

○次世代教育学部 こども発達学科 

こども発達学科では、未来を担う健全な次世代を育てることができる保育者・教育者・指導者として活躍する人

材の養成を目的としている。 

 このため、学部のアドミッション・ポリシーに従って以下のような資質・能力を身に付けた人材を求めている。 

1) 保育者を目指すために必要となるグローバル社会・国際理解等に対する関心 

2) 保育者を目指すために必要となる乳幼児期から青年期に至るまでの子どもへの関心 

3) 保育者を目指すために必要となる子どもを取り巻く環境、問題、状況に対する関心 

4) 保育者を目指すために必要となる基礎的なコミュニケーション能力 

5) 保育者を目指すために必要となる基礎的な問題解決力 

6) 保育者を目指すために必要となる基礎的なチームワーク力 

7) 保育者を目指すために必要となる基礎的なセルフマネジメント能力 

8) 保育者を目指すために必要となる創造的思考力 

以上の学科の求める人材像に基づき、こども発達学科での学習に必要な「知識・技能」、「思考力・判断力・表

現力等の能力」、「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」等の学力や人間性などを多面的に評価する

入学者の選抜を行う。 

 

４．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、着染色及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。 

 

５．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（経営学または次世代教育学）が授

与されます。 
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Ⅱ. 募集年次、学部・学科及び募集人員 

 

募集年次 学 部 学 科・コース 募集人員 

3 年次 
経済経営学部 

現代経営学科 

（ビジネスマネジメントコース） 
50 名 

次世代教育学部 こども発達学科 若干名 

 

 

Ⅲ. 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） 
試験日 合格発表日 入学手続き期間 

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） 

1 次：2022 年 11 月 1 日（火）～11 月 17 日（木） 

2 次：2022 年 11 月 18 日（金）～12 月 15 日（木） 

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） 

1 次：2022 年 12 月 1 日（木）～12 月 15 日（木） 

2 次：2022 年 12 月 16 日（金）～2023 年 1 月 10 日（火） 

Ⅲ期 
2023 年 1 月 16 日(月) 

～1 月 27 日(金) 

2023 年 2 月 4 日（土） 

本学 
2023 年 2 月 15 日（水） 

1 次：2023 年 2 月 15 日（水）～2 月 23 日（木） 

2 次：2023 年 2 月 24 日（金）～3 月 10 日（金） 

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） 2023 年 3 月 22 日（水）～3 月 24 日（金） 

・本学会場： 「IPU・環太平洋大学 第一キャンパス」 岡山県岡山市東区瀬戸町観音寺 721 

 

 

Ⅳ. 出願資格 

次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、又は2023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2023年3月までに卒業見込みの者。 

③ 専修学校の専門課程（但し、修業年限が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、又は2023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。  
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Ⅴ. 出願手続き 
 

１．出願書類送付先 

IPU・環太平洋大学 入試室 

〒709-0863  岡山県岡山市東区瀬戸町観音寺721 TEL086-908-0362 

※出願書類は、必ず郵便局の窓口で「簡易書留郵便」でお送りください（出願締切日消印有効）。 

※郵送の際は、市販の角2封筒を利用してください。 

送付された出願書類、納付済の入学検定料は、理由の如何を問わず返還いたしません。 

書類の不備や、所定の期間内に到着しなかった出願書類は受理できません。 

 

２．出願書類 

提出書類 備考 

入学願書 

＊入学検定料の支払い後に届く、「インターネット出願支払完了メール」記載のURLにアク

セスまたはマイページにログインし、入学願書をダウンロードし、ページの拡大・縮小は

せず、A4サイズでカラー印刷してください。 

＊Web出願時に、顔写真をアップロードしていただくようになっています。その写真が入学

願書と写真票に印刷されます。入学願書と写真票は切り離して、どちらも同封してくださ

い。 

受験資格証明書 

＊最終学歴教育機関における卒業（見込）証明書 

及び成績証明書（単位修得証明書等でも可） 

なお、卒業確定後、すぐに「卒業証明書」「成績証明書」を提出してください。 

 

＊4年制大学に2年以上在籍している場合は出願時点までの在籍と成績が証明できるもの

（在籍証明書・成績証明書） 

なお、本学入学時に「退学証明書」「成績証明書」を提出してください。 

 

＊出願時点で既に退学している場合は在籍証明書にかえて、在籍期間証明書あるいは

退学証明書及び成績証明書（単位修得証明書等でも可）を提出してください。 

   
 

奨学金希望申請書 
ホームページより 

ダウンロードして使用 
 

および 
資格証明書類（写） 

 

奨学金（P13参照）を希望する場合は、提出してください。 

合格証書等の資格を取得していることが証明できる書類（写）を同封してください。 

 
入学金免除申請書 

 
ホームページより 

ダウンロードして使用 
 

系列校の卒業生（在学生）または兄弟姉妹が本学の卒業生（在学生）の場合は、 

提出してください。 

 

 

Ⅵ. 検定料 
   ￥21,000 （システム使用料等諸費用 1,000 円含む） 
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Ⅷ. 入学試験における選考方法、合格発表 
 

１．選考方法 

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 

小論文 10：45～11：45（60 分） 100 点 

昼食休憩 11：45～12：30（45 分） － 

面接（個別） 12：30～ 100 点 

 

２．試験当日の注意 

「試験前」 

① 「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します（発車時刻は受験票で確認

してください）。面接終了後にも随時、東岡山駅行きのバスを運行します。 

② 試験時間に遅れないよう、交通機関の運行状況には十分注意してください。 

「持参するもの」 

① 受験票 ※マイページよりダウンロード・A4 サイズで印刷し、ご持参ください。常時携行してください。 

② 筆記用具（Ｂ・ＨＢの鉛筆またはシャープペンシル、消しゴム） 

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。※試験終了まで、会場からの外出は出来ません。 

「試験会場への入退場」 

① 集合時間 9：15 を厳守してください。 

② 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。 

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、速やかに入試室（TEL：086-908-

0362）に連絡して下さい。 

「入学試験中」 

① 試験会場ではすべて、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は、電源を切ってカバンにしまってください。 

「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 病気等で通常の試験教室での受験に支障がある場合、事前に入試室（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．合格発表 

① 合否の照会は Web 上にて行います。大学構内での合格者の掲示はいたしません。 

② 電話などによる合否の問い合わせには一切応じられません。  
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Ⅸ. 入学手続き 

 

１．入学手続き 

 ・マイページにて手続きをし、所定の納入期限までに学納金を納入してください。納入先・納入金額については

マイページで確認できます。請求書類の送付はありませんので、ご注意ください。 

 ・納入期限は、5 ページに「入学手続き期間」として記載しています。 

  1 次：「編入学金」の納入期限 

  2 次：「授業料（前期分）」「教育充実費（年間分）」「施設設備費（年間分）」「編入学時諸費用」の納入期限 

 ・納入方法については、1 次入学手続き期間にまとめて納入する一括振込、もしくは 1 次・2 次入学手続き期間

に納入する二段階振込から選択できます。二段階振込を選択した場合は、納入先口座が異なりますのでご注意

ください。 

・編入学金相当額の入金確認後、1 週間程度で入学手続き書類を郵送します。 

※3 月に合格発表の場合は、一括で手続きをしてください。 

※1 次・2 次各納入期限に遅れた場合、入学辞退とみなされますのでご注意ください。 

 

（１）編入学金・学納金等       （単位：円） 

編入学金・学納金（前期） 
現代経営学科（ビジネスマネジメントコース） 

こども発達学科 

編入学金 300,000 

授業料（前期） 400,000 

教育充実費（年間分） 100,000 

施設設備費（年間分） 100,000 

合計 900,000 

 

（２）編入学時諸経費 ※一部変更の可能性があります。    （単位：円） 

編入学時諸経費 
現代経営学科 

（ビジネスマネジメントコース） 
こども発達学科 参照 

毎年度必要な諸経費 94,620 94,620 P12 ① 

編入学時のみ必要な諸経費 33,030 5,530 P12 ② 

合計 127,650 100,150  

  ※兄弟姉妹が IPU・環太平洋大学の卒業生（在学生）の場合、または、系列校からの編入学の場合は、編入

学金免除となります。 

   ※上記学納金支払い時には別途事務手数料を徴収します。 
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◎上記以外に、入学後 1 年次納入金として後期授業料が必要となります。 （単位：円） 

学納金（後期） 
現代経営学科（ビジネスマネジメントコース） 

こども発達学科 

授業料（後期分） 400,000 

合計 400,000 

※7 月上旬頃に請求案内を保護者宛に発送し、8 月上旬に口座引落となります（8 月 6 日口座引落予定）。 

 

① 毎年度必要な諸経費内訳       （単位：円） 

学科 現代経営学科（ビジネスマネジメントコース） ・ こども発達学科 

学年 ３年次 ４年次 備考 

学友会入会費 10,000 0 学友会は学生全員が加入する学生組織で、大学費用とは異なり

ますが、学友会からの委託を受けて徴収を代行させていただき

ます。 学友会年会費 10,000 10,000 

教育体育振興費 50,000 50,000 

大学の教育理念である「教育とスポーツの融合」を全学的に推

進するためにイベント開催等の活動に充当するための費用で

す。 

卒業諸費 10,000 10,000 
卒業時のアルバム代や学生主催の謝恩会の実施費用、記念品

代として積み立てます。 

同窓会費 10,000 10,000 
卒業後自動的に入会する同窓会の終身会費となり、ＩＰＵの情報

をお知らせするめの費用に充てます。 

健康診断費 4,620 3,080 
学校保健安全法に基づき、レントゲン撮影を含む健康診断を実

施します。3 年次は、心電図検査を含みます。前年度実績。 

合計 94,620 83,080  

※学納金（編入学金・授業料・教育充実費・施設設備費）、諸経費等は物価変動や消費税増税等により増額する

場合があります。編入学前・在学中に増額された場合は、新たに定められた金額を納入していただきます。 

 

② 編入学時のみ必要な諸経費内訳 ※一部変更の可能性があります。   （単位：円） 

 現代経営学科 

（ビジネスマネジメントコース） 
こども発達学科 備考 

ＩＣ学生証 3,100 3,100 
ＩＰＵ生としての身分を証明するた

めの学生証です。 

学生教育研究 

災害傷害保険 
2,430 2,430 

学生生活を送るうえで、万一の事

故に備え、入学生全員が加入しま

す。 

副教材購読料 27,500 0 
現代経営学科は、経済学や経営

学の副教材を活用しています。 

合計 33,030 5,530  

 

（３）その他編入学後に必要な費用 

・各自購入として、教科書（受講する授業によって異なる）、徽章（1,200 円）、ネクタイ（男子のみ 3,500 円）、

エンブレム（5,800 円）等があります。  
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２．IPU 特別奨学金 

経済的に修学困難な学生の負担を軽減し、学業に特に熱意の顕著な者に有為な人材育成と経済支援を目

的に付与されます。申請資格として以下の条件のいずれかに該当することと、出願時の申請が必要です。 

種類 対象学科 資格・内容 

資格取得者奨学金 

こども発達学科 

現代経営学科 

■英語検定 1 級・準 1 級取得者 

IELTS6.0 以上、TOEFL iBT 80 以上、TOEIC L&R 730 以上、 

GTEC(4 技能)1190 以上（ｵﾌｨｼｬﾙｽｺｱに限る） 

⇒授業料半額免除 

現代経営学科 

■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 ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ試験合格者 または 情報ｾｷｭﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ試験合格者 

  ⇒授業料 20％免除 

※英語検定（日本英語検定協会主催）、IELTS、TOEFL iBT、TOEIC、GTEC、日商簿記（日本商工会

議所認定）、応用情報技術者試験・基本情報技術者試験・IT ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ試験、情報ｾｷｭﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ試

験（経済産業省認定）、日本語能力試験（国際交流基金、日本国際教育支援協会認定）の取得および

合格期限（奨学金申請期限）は 2023 年 3 月 24 日とします。 

 

３．IPU 特別奨学金の入学時申請、2 年目からの継続審査 

奨学金の申請に際しては出願時に申請が必要です。なお、2 年目に、奨学金付与に関する継続審査があ

ります。継続には、以下の 4 項目の全基準を満たすことが必要です。 

① 奨学金受給年度の授業出席率が 90％以上 

② 奨学金受給年度の学業成績（GPA）について、以下の基準を満たす 

■授業料全額免除対象者 ： GPA3.2 以上 

■授業料半額免除及び授業料 20％免除対象者 ： 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 110 単位以上を満たす 

④ 課外活動を含め、大学への貢献度 

 

また、学納金やその他経費の滞納や退学処分、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。 

 

４．学生寮 

学生寮については入学手続き後に、別途お知らせ致します。  
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Ⅹ. 入学辞退、授業料返還について 

 

合格者で編入学金・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、必ず受験生本人が 2023 年 3 月 24 日（金）17：00 までに（ただし辞退が判明次第早急

に）電話にてお申し出ください。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、入試室宛に所定の期日までに郵送してください。 

納入済の納付金のうち、編入学金・保険料以外を返還します。2023 年 4 月下旬以降に指定された口座に返

金します（振込手数料等はすべて辞退者の負担とさせていただきます）。 

編入学後、退学となった場合には、納入金額の返還はいたしません。 

 

 

Ⅺ. 問い合わせ先 

 

ＩＰＵ・環太平洋大学   

大学について … 総務課、教務課、学生センター TEL：086-908-0200（代表） 

入試について … 入試室        TEL：086-908-0362（直通） 

E-mail：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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